
令和３年度千葉市企業立地セミナー

New Step with Chiba
～ウィズコロナ・ポストコロナのビジネス展開を千葉市とともに～

令和４年３月２２日 千葉市長 神谷 俊一



拠点都市

職住近接

まちづくり

補助制度

今回お伝えする視点

～ウィズコロナ・ポストコロナ時代に向けて～



とても便利なマチ！

東京都心まで約４０㎞！
成田国際空港まで約３０㎞！

※第三滑走路の増設計画あり

人口は年々増加し続け約９８万人！世帯数は約４５万世帯！

市制施行 大正10年1月1日 人口 977,657人(R3.12.1現在)

政令指定都市移行 平成 4年4月1日 世帯数 454,692世帯(R3.12.1現在)

面積 271.78k㎡ 生産年齢人口比率 62.2%(R3.12.31現在）

人が集まる住みやすいマチ！

【千葉市基本データ】

市のプロフィール

令和3年（2021年）１月１日 市制100周年を迎えました。
令和4年（2022年） 政令市制移行30周年
令和8年（2026年） 千葉開府900年 1126年開府 歴史の深いマチ
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これまでの成長の歩みを未来につなげる！

千葉市は記念すべき節目を迎えます



千葉氏 千葉の地名を名字とし、まちの礎を築いた一族

加曽利貝塚 日本最大級の貝塚で、縄文人の生活の証

オオガハス 世界最古の花、古代のロマンを現代に

海辺 千葉市ならではの賑わいを創出。昔も今も憩いの場。

「
千
葉
市
ら
し
さ
」
が
感
じ
ら
れ
る
街
へ

都市アイデンティティの確立！～市内外への共有を目指す“飛翔期”へ～

市のプロフィール
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千葉開府900年(2026)に向け、「千葉氏」のイメージを感じられるまちへ
中央公園・通町公園・千葉神社を一体的にとらえた公園の再整備

2017年「特別史跡に指定」
本格的な発掘調査、研究から歴史的価値を未来へつなげる

2022年 開花70周年
毎年6月に大賀ハスまつりを開催

白い砂浜と海へ延びるウッドデッキ
稲毛海浜公園施設のリニューアル



２０２４年度
開通見込み

抜群のアクセス

国内外へアクセス至便 ～都心へも！空港へも！港へも！～

全国有数の取扱量を誇る千葉港
取扱量全国２位（令和元年度）
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至 東京都心
羽田空港

至 木更津 至 圏央道
茂原北I.C

で30分圏内！

総武線

京葉線

浜野四街道長沼線の整備
至 成田空港

大木戸ＩＣのフル化

国道３５７号湾岸千葉地区改良事業
（地下立体化・平面６車線化）

武石I.C

新港横戸町線の整備

至 圏央道
東金I.C

市内の移動も
市外への移動も

千葉鎌ヶ谷松戸線の整備

で20分！

外房線

内房線

県都にふさわしい交通の要衝 ～抜群のアクセス性は進化中～

⇒国道16号からの
アクセスが大幅に向上！

平成29年3月開通

⇒主要交差点での渋滞解消等に
より旅行速度が上昇！

⇒圏央道との交通ネット
ワークの確立！

平成28年10月全線開通

平成29年8月開通

★

⇒武石ＩＣへの
アクセスが向上！

ますます便利に！

ネクストコア千葉誉田

高田Ｉ.Ｃ

充実した交通アクセス

平成30年8月開通

※延伸部となる蘇我地区の改良が
平成29年度に新規事業化！

東寺山町山王町線
現道拡幅整備により
利便性の向上を図ります。

平成22年8月本線開通

千葉外房有料道路
令和５年２月に無料化を予定

塩田町誉田町線（塩田町地区）
国道357号及び蘇我ICとの接続を図
ります。
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更なる交通アクセス向上への取組み

アクセス向上への取組み

（仮称）検見川・真砂
スマートインターチェンジ

■整備促進

■高速道路ネットワークなどの強化

国道３５７号湾岸千葉地区改良事業（蘇我地区）の整備 ⇒ ６車線化

新たな湾岸道路計画の計画促進

（仮称）検見川・真砂スマートインターチェンジの整備推進

新たな湾岸道路

国道３５７号湾岸千葉地区改良
（蘇我地区）

塩田町誉田町線（塩田町地区）の整備 ⇒ 千葉中環状道路の概成

塩田町誉田町線
（塩田町地区）

千葉中環状道
路
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年齢階級別人口割合国と千葉市の人口推移

県域の拠点都市 ～必要な人材を確保できる高いポテンシャル～

拠点都市・豊富な人材
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■千葉市は「地域の拠点都市（周辺エリアの中心地）」！

県内就業地割合

県内で就業する人口のうち、
千葉市で働く人口の割合は

17.8％で県内トップ ! !

図表：千葉市まち・ひと・しごと創生
人口ビジョン・総合戦略（2018改訂版） より

市外からの市内在勤者

合計：148,117人 (2010年比+3,321人)

県内他市町村：126,882人(+1,203人)

うち市原市 ：20,167人(+  862人)

船橋市 ：15,594人(+1,194人)

四街道市 ：11,409人(+  342人)

習志野市 ： 9,100人(+  862人)

佐倉市 ： 7,333人(▲ 34人)

八千代市 ： 6,440人(+  223人)

市川市 ： 5,651人(+  223人)

茂原市 ： 4,931人(▲ 237人)

八街市 ： 4,440人(+  534人)

大網白里市 ： 4,311人(▲ 43人)

＜凡例＞

千葉市への通勤流動(人)

神奈川県：2,739人(2010年比+232人)

東京都：12,046人(2010年比 +623人)

埼玉県：3,692人(2010年比 +487人)



通勤流動

千 葉 市 さ い た ま 市 横 浜 市 川 崎 市 相 模 原 市

勤

務

先

市 内 58.0％ 50.5％ 60.0％ 42.2％ 53.1％

県 内 他 市 18.7％ 15.5％ 12.2％ 12.8％ 20.5％

東 京 都 21.4％ 30.5％ 26.4％ 43.4％ 25.1％

市内勤務の割合が58.0％と高い！

逆に都内勤務の割合は21.4％と低い！

実は『職住近接』！！

【出典：平成27年国勢調査】

職住近接のまち

■「職住近接」が実現（千葉都民は、たった２割）!!

ライフワークバランスの実現!! 働きやすい環境!!

職住近接の優位性
都内通勤と比べ年間320時間（賃金換算75万円）の
損失防止効果！

（通勤時間８０分、年間２４０日勤務した場合）

※東京都で勤務している人の平均年収より時給換算

（240日/年勤務、1日8Ｈ労働と仮定）
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昼夜間人口比率

千 葉 市 さ い た ま 市 横 浜 市 川 崎 市 相 模 原 市

97.9％ 93.0％ 91.7％ 88.3％ 88.3％

昼夜間人口比率※ も97.9％！（首都圏内政令市中トップ）

※夜間人口と昼間市内にいる人の割合を比べた値

実は働く人のマチ！！

【出典：平成27年国勢調査】

中央区（123.7％）、美浜区(116.3％）と100％超！！



塚本大千葉
ビル

日本生命
千葉ビル

中央公園
通町公園

千葉都心地区

進化を続ける県都の表玄関

～中央公園・通町公園の連結強化～
◇千葉神社や千葉氏を活かした「千葉らしさ」の
感じられる都心の憩いと賑わいの空間を整備

Qiball

千葉神社

千葉市
美術館

２０２２年度
再開発ビル完成予定

～東口駅前リニューアル～
延床面積：約25,000㎡
主要用途：店舗・事務所等

イメージ

千葉公園イメージ西口再開発ビル２０１９年度完成（Ｂ工区）

完成写真

～臨海地区への玄関口として新たな「にぎわい」を創出～

延床面積：約23,000㎡
主要用途：病院・保育園・店舗・住宅等

イメージ

２０２２年度
（仮称）千葉公園体育館完成予定

～主な施設～
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ、ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ、武道場、
弓道・ｱｰﾁｪﾘｰ場、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ等

～ 千葉公園再整備マスタープラン ～
◇公園のあるべき姿

人が集まり まちを育てる 都心のオアシス
◇主なプロジェクト
●千葉JPFドーム（2021年度オープン）
●(仮称)千葉公園体育館の整備（2022年度中オープン予定）
●民活による「賑わいエリア」の整備・運営

（2024年春オープン予定）

イメージ
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新千葉２・３地区

西銀座Ｂ地区

ＪＲ千葉支社跡地

２０２１年度
TIPSTAR DOME CHIBA

(千葉ＪＰＦドーム)
完成

2021年10月 新しい競輪
「250競走」開幕！



「職・住・学・遊」が集積した未来型国際業務都市

JR海浜幕張駅
新駅

幕張新都心地区

【幕張海浜公園】緑と海と街が魅力的に融合するシティパーク
○ ZOZOマリンスタジアム

アクションスポーツの祭典「X Games」日本初上陸！

【幕張メッセ】
〇アジア有数の規模を誇る国際コンベンション施設

東京2020オリンピック・パラリンピック

競技大会一部競技開催！

【ホテル群】

〇舞浜・成田と並ぶ一大ホテルゾーン

国内外からのお客様が快適に

滞在できるホテル群は6社3,200室以上！

【拡大地区】
○ＪＲ京葉線幕張豊砂駅の設置（開業目標２０２３年春）
○イオンモール幕張新都心など大規模商業施設等が立地

新駅イメージ イオンモール幕張新都心

■年間約4,800万人が訪れ、日々約23万人が活動！

■住宅戸数約4,500戸・居住人口約10,000人の大規模開発も進行中！ （幕張ベイパーク）

30周年を経て更なる飛躍へ！

JFA夢フィールド

複数の独立行政法人が立地

高度ﾎﾟﾘﾃｸｾﾝﾀ-
幕張勤労市民ﾌﾟﾗｻﾞ

【高度ﾎﾟﾘﾃｸｾﾝﾀｰ,ｼﾞｪﾄﾛ・ｱｼﾞｱ研究所】 【文教エリア】
大学4校、高校3校、専門学校1校、
インターナショナルスクール1校が
開校する教育機能も集積する街！

X Games 
（ｴｸｽﾄﾘｰﾑｽﾎﾟｰﾂ〔ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ・BMX・Moto X〕の競技大会） 10

【幕張ベイタウン】
○人口：約25,000人

【JR京葉線海浜幕張駅 】
新改札口を設置

【市立海浜病院移転】

2025年度開院予定
〇高度な周産期・
小児医療の地域拠点

〇救急・災害医療
の強化

〇がん診療体制強化

【幕張ベイパーク】

首都圏最大級のまちづくりが進行
○住宅戸数：約4,500戸
○人口：約10,000人
（2019年 3月～：段階的に入居開始）



蘇我副都心

人が集い、賑わいが広がるまち！！

スポーツ振興拠点

全ての世代がスポーツを
満喫できる！！

〇野球
〇サッカー
〇パークゴルフ
〇テニス
4月にスケートパーク

オープン!!

■鉄道の結節点 JR京葉線・内房線・外房線 蘇我駅から徒歩圏内！
■製鉄所跡地の土地利用転換により、商業、業務、スポーツ・レクリエーションなど諸機能が集約！

11

【商業・業務エリア】
大型ショッピングセンター
や、本市の産業を支える
JFEスチール㈱東日本製鉄所
/千葉地区 本館棟等が立地
するエリア

防災機能 を 備 え た ス ポ ー ツ 公 園

令和3年度九都県市合同
防災訓練の様子 →

【 千 葉 市 蘇 我 ス ポ ー ツ 公 園 】

HARBOR CITY SOGA

【国内最大級音楽フェス ROCK IN JAPAN FES.開催!!】

22万人収容可能スペースを
２～３万人の観客で実施予定

プロサッカークラブのホームスタジアム
〇Ｊリーグ「ジェフユナイテッド千葉」
〇WEリーグ「ジェフユナイテッド千葉レディース」



○関係団体、関係省庁等のステークホルダーとの協議･調整

○実証フィールドの確保（公共施設･公共用地の提供）

○実証実験等の実施に係る経費の一部を補助（テーマごとに補助額の上限あり）

○新たなビジネスを実現するための法規制を特区活用により突破

実証に係る相談支援

国家戦略特区を活用した規制改革

財政的支援（本市が掲げるテーマに対して､公募により選定）

未来技術を活用した技術実証やサービス実証等をサポートします!!

ＡＩ活用

国家戦略特区
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「国家戦略特区」による未来技術の社会実装



国家戦略特区

幕張新都心モビリティコンソーシアム
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【概要】

○設立日時：令和３年２月９日

○参加団体：幕張新都心に事業所を置く民間

企業や交通事業者、大学、地元

住民など５５団体が参加

（R4.3.1時点）

○実施内容：新しいモビリティサービスに関

する実証実験やサービス導入に

向けた活動

会員間の情報共有及び連携促進

に関する活動

【設立趣旨】

企業、大学、住民及び行政の連携により、

多様な主体による新しいモビリティサービス

を実現し、地域の移動課題への対応や回遊性

の向上、地域の活性化を通じて持続可能な

都市づくりを目指すため、本コンソーシアム

を設立。



国家戦略特区
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次世代モビリティの実証実験

国の「新事業特例制度」を活用し、

電動キックボードの実証実験を実施!!

「モニター方式」と

「シェアリングサービス方式」を実施!!

幕張新都心エリアの各拠点をつなぐ経路

走行経路

走行車両概要

公道での自動運転バス実証実験を実施!!

日野・リエッセⅡベースの改造車両

ア 試乗定員：９人
イ 寸 法：
全長699cm×全幅204cm×全高275cm



■ドローンフィールド
市内企業の技術開発､市外企業の本市への立地促進のため､
ドローン飛行場所を無料で提供 ＜市内４箇所＞

【大高調整池】 【農政センター圃場】

東京湾臨海部の物流倉庫から幕張新都心のマンションへ
ドローンによる荷物配送を行う構想の実現に向け、実証
実験を実施

■ドローン導入による業務効率化

■ドローン宅配構想

行政による業務発注のほか、2021年度からは民間企業のドローン導入
を支援＜2018～2021年度：各3件（2021は民間支援2件）＞

■ちばﾄﾞﾛｰﾝ実証ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰ
ドローンの実証実験を実施しようとする事業者に対し、関係法令上の
必要な手続きに関する情報提供、相談等をワンストップで支援

【トンネル劣化状況点検の様子】 【学校体育館屋根点検の様子】

【大規模雨水貯留施設点検調査】

国家戦略特区
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ドローンに関する取組み

【ZOZOマリンスタジアムの夜間警備】



豊富な農地！

耕地面積：3,570ha
（首都圏内政令市中第１位）

首都圏政令市の耕地面積割合（令和２年）

(ha)

温暖な気候を活かした生産環境！

野菜 44.5

乳用牛, 10.8

米, 7.9

鶏, 7.7

豆類, 5.0 いも類, 1.2

果実, 1.1

その他, 10.1

令和元年 市町村別農業産出額（推計）

千葉市の
農業産出額

88億円

【参考】
農業産出額ランキング（令和元年）

順位 都道府県 産出額

1 北海道 12,558億円

2 鹿児島県 4,890億円

3 茨城県 4,302億円

4 千葉県 3,859億円

5 宮崎県 3,396億円
526ha 

1,460ha 

2,650ha 

3,230ha

3,570ha

0 1,000 2,000 3,000 4,000

川崎市

相模原市

横浜市

さいたま市

千葉市

参入検討から生産開始、事業拡充、販路開拓まで
きめ細かな本市独自の支援策の実施！

支援事業の一例

【農業生産力強化支援事業】
・法人等の農業参入を促進するため、高収益な生産体制の
確立に必要な機械の導入や施設の整備に対して補助
《農業用機械や施設整備（補助率1/2、上限2,000万円）》
・令和３年度から農業法人と連携しグループ参入する食品加工
及び流通業者等も対象者として拡充！！
《施設や機械整備（補助率1/2、上限2,000万円）》

農業の成長産業化への支援！

農業の成長産業化

消費地としても高いポテンシャル！

（H29年～R元年平均）・（H28年～30年平均）

千葉市は県庁所在地・政令市の中で、

トマト購入量が全国1位！

※家計調査 主要市ランキング

※家計調査 主要市ランキング

イチゴ購入金額・量ともに
全国1位！

（H30年～R２年平均）・（H29年～R元年平均）
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優れた操業環境

高いコストパフォーマンス ～首都圏ながら低コスト！～

首都圏他都市と比べ、工業地地価・オフィス賃料がローコスト！
ソーシャルディスタンスを確保した操業が可能に！
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保育所待機児童数の推移入所児童数（人）
待機児童数

（人）

・出産後の手続きや、育児の情報をわかりやすく紹介！

良好な育児・生活環境

充実の子育て支援・快適な住環境

仕事と家庭の両立を支援

・子どもが発熱！でも仕事が・・・。そんな時にも安心。

保育受け皿の大幅拡充により待機児童を削減

医療機関併設の病児・病後児保育

行政サービスガイドで育児を身近に支援

・民間事業者の参入促進！・施設整備の推進と委託先の多様化！

保育所のみならず

子どもルーム待機児童（小学1年～6年生）も解消へ

18
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入所児童数 待機児童数
※各年4月1日現在

2年連続待機児童ゼロ達成！

幼児教育の推進

・就学前児がｽﾑｰｽﾞに小学校に適応するｱﾌﾟﾛｰﾁｶﾘｷｭﾗﾑを作成！



良好な育児・生活環境

充実の子育て支援・快適な住環境

快適な住環境

首都圏他都市と比べ安い地価と豊富な宅地 緑豊かでのびのびと暮らせるまち

19

リモートワークに適した住環境!!

手軽に農業体験！

市内に30数か所の
市民農園。
体験農園や、収穫体験
など、手軽に農業体験
ができる環境！
「地産地消」も推進！

子どもの将来を見据えた教育

令和３年１２月、「子どもの“稼ぐ力”が育つまち・
千葉の実現」を目指し、子どもたちの起業家精神を育
む産学官連携のちばアン
トレプレナーシップ教育
コンソーシアムを設立。
将来の産業人材を育成

します！

千葉市の食のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

令和２年

4.9

5.0



災害に強いマチ！

（一社）千葉県宅地建物取引業協会千葉支部及び（公社）全日本不動産協会千葉県本部と
「不動産取引の機会を捉えた防災情報周知に関する協力協定」を締結！
不動産取引において物件説明時に、ハザードマップを用いて説明します！

政令市
初！

防災対策・安心の操業環境

・避難所となる公民館・市立学校に太陽光
発電設備・蓄電池を整備（2022年度末）

・停電時EV等で電気を届けるマッチング
ネットワークの構築

・長期停電時に電力を維持し速やかに復旧
するための電力事業者等との協力体制の
構築ほか

電力の強靭化

・停電しても通信途絶が起こら
ない仕組みの構築

・固定電話網の維持
・地域防災無線（携帯無線）の
強化ほか

通信の強靭化

幕張新都心地区の浸水想定
（「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく、

津波浸水想定上最大クラスの津波が到達した場合）

浸水被害ゼロ
→オフィスビルに影響ありません!!

津波被害
津波浸水範囲

千葉市地震・風水害ハザードマップ（WEB版）

20

幕張新都心地区の浸水予想
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社会的人口の推移

テレワーク普及等により、東京から千葉市に移り住む人が増加！
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出典：各市推定人口動静

■首都圏５政令市
転入超過数前年比

■千葉市・東京都の
転入出者数推移

令和3年
5､920人の転入超過!!

出典：千葉市

・これまで一貫して転出超過であった

傾向に変化

東京都からは1,061人の転入超過

東京都への転出超過数は、

大幅に減少!

・横浜市、川崎市、

さいたま市が転入者

数減少の中、千葉市

は増加傾向！

・令和3年市町村転入

超過数 県内トップ！

転入超過状態

転出超過状態



千葉食品コンビナートを中心に製造・運輸業等が集積
＜主な立地企業＞

広大な敷地を有する首都圏最大級の内陸工業団地
＜主な立地企業＞

千葉土気緑の森工業団地

鉄鋼・電力等の素材型工業
が集積
＜主な立地企業＞

ＪＦＥスチール株式会社

臨海部（蘇我地区）

食品生産・加工、一般機械・金属加工型工業が集積
＜主な立地企業＞

アルケア株式会社 株式会社 メ ッ ク ア グ リ 株式会社オス ミ ッ ク ア グ リ千葉 株式会社オーエックスエンジニアリング

鬼怒川ゴム工業株式会社 株式会社サイゼリヤ 住友重機械工業株式会社 二宮産業株式会社

内陸部情報通信産業・小売業等が集積
＜主な立地企業＞

幕張新都心

緑豊かな自然の中に整備された業務用・研究所用地
＜主な立地企業＞

株式会社カナモト 株式会社タダノ

ちばリサーチパーク

多種多様な企業が立地

発展し続けるビジネス＆産業拠点 ～多くの企業様に選ばれる千葉市～

新港地区

イオン株式会社 株式会社ウエザーニューズ

株式会社ＮＩＤ・ＭＩ 株式会社キッツ

株式会社ＱＶＣジャパン 新日本建設株式会社

株式会社生活品質科学研究所 セイコーインスツル株式会社

フジフーズ株式会社
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地域との共存を目指す
次世代の核となる都市型産業団地
＜主な立地企業＞

ネクストコア千葉誉田株式会社オランダ家

大東製糖株式会社

千葉共同サイロ株式会社

株式会社ニップン

白鳥製薬株式会社

千葉製粉株式会社

日新製糖株式会社

山崎製パン株式会社

理研ビタミン株式会社

株式会社イトーキ

日清紡ホールディングス
日清紡ケミカル

小池酸素工業株式会社

株式会社吉野機械製作所

西日本鉄道株式会社

イオンネクスト準備株式会社

ユアサ・フナショク株式会社

有限会社一蘭

タカラ食品工業株式会社

株式会社ZOZO



➢ 支援企業の人材ニーズを把握

➢ ハローワークに対し、支援を要請
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 より良い人材確保のための求人票への記載内容の助言

 ハローワークの求人支援員による訪問支援（千葉市も同行）

 ハローワーク所内でのミニ面接会の開催

 画像（会社風景や社内の雰囲気）を活用した、求人案内の作成
及び所内での掲示

 雇用管理改善の相談受付

 誘致する企業向けに雇用情勢などの提供

 担当者向け研修の実施（国の企業向け支援制度の説明など）

➢ 支援方法及び実施部門の決定

➢ 市と連携しながら支援を実施

※「立地済企業」と「立地予定企業」で柔軟に対応

千葉市（企業立地課）

ハローワーク（千葉、千葉南）

具体的な支援内容

市内大学等と連携した「インターンシップ促進事業」「合同企業説明会」を実施！
インターンシップの取り組み方法について、企業向けのセミナーを開催します。

また、インターンシップの合同企業説明会（マッチング会）も開催します。是非ご活用ください！

人材確保に向けての支援

市内大学との連携体制

千葉市とハローワークとの連携体制 （平成28年7月千葉労働局との雇用対策協定締結）

千葉市と各種ポリテクとの連携体制 （令和元年11月連携協定締結）

市内に３つのポリテク（高度ポリテクセンター、ポリテクセンター、ポリテクカレッジ）が
あるのは、全国でも千葉市だけ！
在職者訓練や、ポリテクセンター・ポリテクカレッジへの求人など、ご相談ください。
ポリテクカレッジ卒業生の、市内企業への就職促進のため、奨学金の返還支援を実施！
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物件情報マッチング事業

（一社）千葉県宅地建物取引業協会千葉支部と協定を締結!!

■企業等からの要望に基づくマッチング
立地希望企業等から要望のあった物件情報
について、宅建協会千葉支部の協力を得て、
立地希望企業等に紹介

■空き物件情報の活用
市内における空き物件情報について、
宅建協会千葉支部の協力を得て入手し、
適宜誘致活動において活用

問い合わせ

紹介

市内物件情報の共有を進め、市内における企業立地を促進!!

企業様

千葉市

宅建協会千葉支部
企業様

宅建協会千葉支部

千葉市
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企業間マッチング

■講演終了後には、登壇企業と視聴企業

との間でバーチャルマッチング会
を開催!!
バーチャルマッチング ６１名 参加！

■来年度以降も圏域を通して活動する分野
に焦点を当てて開催予定!!

■本年1月、オンラインにて初開催!!
今年度はドローンの先進技術や
画期的な事例、将来活用について
圏域内6社が登壇!!

オンライン視聴 １３４名

ﾊﾞｰﾁｬﾙﾏｯﾁﾝｸﾞ会場

千葉市

市原市

東金市

茂原市

千葉市・市原市・茂原市・東金市 4市合同企業間マッチングイベント

ﾏｯﾁﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ撮影会場

４市に立地する企業間のビジネスマッチングや企業相互の交流の場を提供!!



・間口の広さ、使いやすさは全国トップレベル！
・千葉市に定着するほど、支援内容が厚く！
・段階的な投資・拡充も後押し！

企業立地補助制度

全国トップクラスの補助制度 ～「伴走型」のサポート体制～

企業の皆様を応援！

充実の支援制度

企業立地促進融資制度

中小企業資金融資制度

所有型
雇
用
奨
励
補
助

×企業に対する
補助

各種税等に対する補助

賃借型

累積投資型

農業法人
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融 資 制 度

来年度より
新メニュー
追加!!



合わせて

上限1億円/年まで補助！

賃借料補助
最大2,000万円

法人市民税補助
最大５年間

雇用奨励補助
（スタートアップ型）
（フォローアップ型）

各最大1億2,000万円

固定資産税・
都市計画税補助
最大5億円×５年

全国トップクラスの補助制度 ～「伴走型」のサポート体制～

固定資産税・
都市計画税補助

賃借料補助

企業立地補助制度

所有型

賃借型

農業法人

雇用奨励補助
（スタートアップ型）
（フォローアップ型）

各最大1億2,000万円

累積投資

雇用奨励補助
（スタートアップ型）
（フォローアップ型）

各最大1億2,000万円

固定資産税・都市計画税補助
最大1億円×3年

中小企業のみ
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・賃借型（拠点拡充）

固定資産税・都市計画税の補助
（増加分 最大3年間）

法人市民税補助
（増加分の1/2）

雇用奨励補助
（スタートアップ型・フォローアップ型）

最大1億2,000万円

・所有型（追加投資）

雇用奨励補助
(スタートアップ型・フォローアップ型)

最大1億2,000万円

市内立地企業様の拠点拡充・追加投資向けのメニューをご用意

雇用奨励補助 ～千葉市民の雇用、雇用者の千葉市への転入を ２段階で支援

操業開始後の市民雇用を促進

中・長期的な市民雇用の拡充を支援

スタートアップ型

フォローアップ型

28

拠点拡充に対してもサポート

～市内立地企業も応援！市民雇用を増やすとさらに支援！～

賃借料補助
最大600万円



リモートワーク導入に係る経費の補助 ～コロナ禍における働き方改革にも貢献!!～

社員採用に係る経費の補助 ～立地にあたっての人材募集も支援～

29

賃借料・法人市民税・雇用奨励補助に加え、支援内容をさらに拡充します!!

「人材確保」も強力にサポート!!

リモートワーク導入に係る費用の補助
最大１００万円×3年間

社 員 採 用 に 係 る 経 費 の 補 助
最大５０万円

賃借型補助に新たなメニュー追加

移転のネックであった「従業員の通勤距離」の問題も解消!!

対象：ＰＣや通信機器（マウス・ヘッドセット等）購入・リース経費
通信制御機器装置（ルーター、無線LAN機器等）購入・リース経費
ソフトウェア等購入費・クラウドサービス利用料

対象：求人サイト掲載など人材募集にかかる経費



企業立地促進融資制度

・本社を市内に転入した場合、 優遇利子補給率適用！

（【設備資金】 年 １．１％ ： ２億円まで）

中小企業資金融資制度

～設備投資にかかる資金調達を全面的にバックアップ～

・最大２０億円・期間２０年の融資枠

・年１．１％の利子補給を５年間にわたって実施

資金調達

全国トップクラスの融資制度で資金調達を支援
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

農業法人

累積投資型

賃借型

所有型

31（R4.1月時点）

３７件
・賃借型 １８件
・所有型 １６件
・累積投資型 ３件

２５件
・賃借型 １１件
・所有型 １２件
・累積投資型 ２件

２８件
・賃借型 １８件
・所有型 ８件
・累積投資型 ２件

３５件
・賃借型 １７件
・所有型 １６件
・累積投資型 ２件

１９件
・賃借型 ９件
・所有型 ８件
・累積投資型 ２件

２５件
・賃借型 １０件
・所有型 １４件
・累積投資型 １件

２８件
・賃借型 １６件
・所有型 ７件
・農業法人 ５件

２５件
・賃借型 １０件
・所有型 １２件
・累積投資型 １件
・農業法人 ２件

事業計画認定件数
補助制度を利用し、千葉市にご立地いただく企業が増えています

２７件
・賃借型 ８件
・所有型 １３件
・累積投資型 ３件
・農業法人 ３件



千葉都心地区の気になるビルをお好きな時間でご覧いただけます！
個別のご相談が可能な千葉市の案内ブースも常設予定！

※過去の写真を使用しています

・案内ブース常設！個別相談も可能！

・一日で複数のビルを巡る、またと
ない機会! 是非、ご参加ください！

を体感できる！
商業施設が集積する恵まれたオフィス環境

県内交通の要としての利便性

ＣＨＩＢＡ ＣＩＴＹビジネスオープンデー

※開催実績

平成28年度：千葉都心地区で開催
平成29年度：幕張新都心地区で開催
平成30年度：千葉都心地区で開催
令和元年度：幕張新都心地区で開催
令和 3年度：千葉都心地区で開催
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令和３年度 千葉都心地区１８棟のビルで開催！！
延べ６４４人の内覧参加！！

令和４年度は
幕張新都心地区で開催！

【写真】国際的戦略拠点都市 幕張新都心

オフィスビル合同内覧会



立地後もアフターフォローで“御用聞き”
毎日どこかの企業様を訪問し、
顔の見える関係を築いています！

未来へつながる支援制度

立地企業の皆様へきめ細やかな支援に取り組みます！

年間537社
延べ1,003回

訪問！

うち市内立地企業様

年間90社
延べ202回
訪問！

企業様に役立つ情報をほぼ毎週配信！
「千葉市経済部メルマガ」をご活用ください！

補助金やセミナー情報が
メールで届きます♪

▼会員登録はこちら

Vol.1 (セミナー)インターンシップについて学んでみませんか？

Vol.6 (補助金)クラウドファンディング活用支援事業のご案内

Vol.68 テレワークに使える制度をお知らせします

Vol,86 各種支援制度のお知らせ（事業復活支援金他）

※過去の配信情報の例

過去の配信情報は
市HPから確認できます！
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千葉市は、昨年の市制施行100周年に続いて、

2022年に政令指定都市移行30周年を迎えます。
さらに、2026年は千葉開府900年にあたるなど

都市として様々な節目を迎え、先人の努力の積み
重ねを未来につなげ、魅力あるまちづくりに邁進
してまいります。
また、コロナ禍を契機に働き方が変わり「職住

近接」のライフスタイルがより重視される今日、
本市のポテンシャルはさらに評価されています。
優れた交通アクセス、割安な立地コスト、全国

トップクラスの補助金制度がそろう千葉市で、皆様
のご発展を全力でサポートいたします。

千葉から
日本へ。
そして、世界へ。
共に未来を切り拓き、成長していきましょう！

千葉市長 神谷 俊一



■お問合せ先
千葉市 経済農政局 経済部 企業立地課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号

TEL：043-245-5276
FAX：043-245-5575
E-mail： kigyoritchi.EAE@city.chiba.lg.jp

ご清聴ありがとうございました。


