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Ⅰ.エコシステム形成促進主体について

ＫＰＩ指標
現状

（2021年3月時点）
目標（2024年）

①ユニコーン級企業※１の創出 ０社 １社

②市内創業者数※２ ３８社 ２００社

③市内支援対象者数※２ ５１９人 １，５００人

1.首長の方針

千葉市では、「千葉市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の中で、
「産業と経済、地域社会の活性化を推し進め、魅力あふれる都市へ」を都市経営の方針と
定め、意欲ある民間企業が創意工夫を如何なく発揮できる環境を整備し、地域経済の活性化
を図ることとしています。
重点戦略の1つに「都市の活力を支える産業の振興と人材の育成」を掲げ、起業家精神

あふれる人材を育成するなどイノベーションの創出や産業の新陳代謝を促す取組みを促進
します。
具体的な取組みとして、産学官の様々な産業支援機関の連携による新事業体制支援

（地域プラットフォーム）のネットワークを有効活用したチャレンジ精神に富む人材や企業
の輩出などに取り組んで参ります。

○KPI指標
エコシステム形成促進により、2024年までに下記KPI指標の目標達成を目指す。

※１ ユニコーン級企業 ⇒ IPO（株式上場）やM&A等によるEXIT達成企業を指す。⇔ 参考）ユニコーン企業：非上場かつ、時価総額が10億ドル以上の企業
※２ 市内創業者数、市内支援対象者数について ⇒ 千葉市では、産業競争力強化法に基づく、「創業支援等事業計画」を策定し、国より認定を受けている。

同計画は、市内創業支援機関（千葉市産業振興財団、千葉商工会議所、千葉県信用保証協会、千葉大亥鼻イノベーションプラザ）
が実施する創業相談窓口、創業研修及びスクール、女性起業家イベント等の創業支援施策で構成されている。
本KPI指標において、当該施策への参加人数を「市内支援対象者」、うち実際に創業した人数を「市内創業者数」と定義する。 2



Ⅰ.エコシステム形成促進主体について

○千葉市スタートアップ・エコシステムについて

・既存の新事業創出の地域プラットフォームを
拡充し、スタートアップや支援者が集積、連携した
経済成長の好循環を生み出すビジネス環境の構築・
発展を目指します。

自治体・公的機関 大学・研究機関民間組織

○創業者向け研修、セミナーの開催
○ビジネスプランコンテスト、アクセラレーション
プログラムの実施

○技術相談・産学共同研究
○研究開発型スタートアップ支援
○アントレプレナーシップ教育に
係る事業連携など

○融資・スタートアップ向けファンドの提供
○ビジネスマッチング支援
○創業者支援事業の実施
○研究開発支援など

※

※

※

※

※は既に地域プラットフォームに参画している団体。

※
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○構成組織と役割分担について

※イメージ図

※



Ⅱ.地方自治体の取組

1.スタートアップ支援
（1）総予算額

（2）主な支援事業 ※令和4年度予算額
○千葉市の実施事業

・千葉市を代表する次世代企業の創出を目的とした、5か月間の伴走支援型アクセラレーションプログラ
ムの実施。

・専門スキルを有する副業プロ人材のノウハウを活用し、スタートアップ企業の商品開発、市場展開、
DX推進を支援。

・中小機構、千葉大学、千葉県、千葉市が連携し運営を行うインキュベーション施設。
本市では、入居者の経営支援を行うインキュベーションマネージャーの配置と、最大5年間の賃料補助
事業を行う。

・多様な資金調達手段を提供することを目的として、クラウドファンディングセミナー開催及び補助金事
業を実施。
・業務効率化及び多様な働き方の手段提供を目的として、クラウドソーシング活用セミナーを開催。

令和４年度

149,254千円

令和３年度

144,298千円

令和２年度

135,389千円

令和元年度

107,442千円

千葉市アクセラレーションプログラム（C-CAP） 15,000千円

新規事業創出支援事業（C-BID) 12,000千円

千葉大亥鼻イノベーションプラザ入居支援 16,842千円
（※支援人材の人件費と賃料補助金の合算）

クラウドを活用した支援事業 6,699千円 （※セミナー開催費と補助金予算の合算）
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5

Ⅱ.地方自治体の取組

・特定創業支援等事業を受講した意欲ある創業者向けの補助金事業を実施。

・CHIBA-LABO、千葉大亥鼻イノベーションプラザ、千葉大学サイエンスパーク、千葉大学知識集約型拠点
などを卒業して千葉市内に立地する際の補助制度。

・「好きなこと」や「得意なこと」で、活躍し夢を実現したいという方を対象にした起業の入門セミナー

・創業後間もない方、創業を目指す方を対象に、創業初期に必要となる経営知識の習得から事業計画書の
作成まで、起業・独立開業に関するエッセンスを学ぶ実践的な研修。

・「ベンチャークラブちば」の協力を得て、千葉市から将来性のある企業を育てるために、広くビジネスプラン
を募集。優秀なビジネスプランについては、投資家、ビジネスパートナー等との交流の場である発表会でプレゼ
ンテーションを行っていただくとともに、幅広い知識や豊富な経験・ノウハウをもった当財団の専門家が相談・
助言を行ない、事業化を支援。

・起業支援の拡充を目指して、事業構想がアイデア段階に留まっている方や創業間もない起業家の方が現
役のビジネスパーソンの指導や助言を受けながら、お互いに連携・協力して新たなビジネスを創出する
ことを目的とした起業家支援の施設。

創業支援補助金 6,000千円

千葉市賃借型企業立地促進事業補助金（特定創業支援施設卒業企業賃借立地事業）

女性のための起業入門講座

創業者研修 1,430千円

ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ 5,012千円

CHIBA-LABO 26,672千円

ちばアントレプレナーシップ教育コンソーシアム（Seedlings of Chiba）

・小・中・高生に対するアントレプレナーシップ教育の展開を目指した企業・大学・自治体の集合体。
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Ⅱ.地方自治体の取組

２.スタートアップ支援組織

(1)担当部局名 担当者数
ア 千葉市産業支援課 ５名
イ 千葉市産業振興財団 ９名

(2) 支援の顔となる担当者（在課年数）

３.国の施策との連携

○国家戦略特区
・内閣府と連携し各種の規制改革を進めるほか、幕張新
都心地区を中核とした、ドローンや自動運転モビティ等
の未来技術の社会実装に向けた各種実証実験を実施

・ちばドローン実証ワンストップセンターを設置し、企業
の活動を支援

・幕張新都心モビリティコンソーシアムを組成し、産官学
連携のもと、域内の移動と各種サービスの一体的、効率
的な提供を目指す。

千葉市産業支援課

課 長 小花 信雄 （５年）

主 査 梶本 祐介 （３年）

主任主事 宮井 伸晃 （２年）

主任主事 細井 沙織 （１年）
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Ⅱ.地方自治体の取組
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４.他の自治体・公的機関との連携

（1）スタートアップ都市推進協議会への加入
（福岡市、広島県、浜松市、青森市、つくば市、別府市、熊本市）
※スタートアップ支援に力を入れる1県7市で構成。本市は、立ち上げ時から加入。
ア 先進都市との情報交換
先進的な取り組みを実施する自治体との情報交換を通じ、新たな施策の検討を行っている。

イ 共同のマッチングイベント開催
各自治体のスタートアップと首都圏を中心とした大手企業等とのマッチングイベントを開催

(2) コミュニティビジネス・シンポジウムinちば の開催
（市原市、佐倉市、習志野市、八街市、四街道市）
※コミュニティビジネスの促進イベントを、近隣市と連携して開催。

(3) ちば共創都市圏
千葉市と周辺都市（市以東、以南を中心に）が有する様々な資源を有効活用、結び付け、
市の機能集積や拠点性を最大限生かすことで、「東京」でも「地方」でも得られない、魅力
的なライフスタイル、新たな価値観などを周辺都市と「共」に「創」りあげる取組みを実施

(4) 日本政策金融公庫との連携
「挑戦支援資本強化特別貸付（資本性ローン）」の資金供給等を通じて、スタートアップ支援に
取組む日本政策金融公庫との連携を推進。



Ⅱ.地方自治体の取組

５.スタートアップ調達

○トライアル発注認定事業
市内中小企業の新規性や独自性の高い優れた新商品等を、本市が認定して
ＰＲを行うとともに、その一部を市が試験的に購入することで、販路拡大を
後押しします。

６.グローバル展開

○姉妹都市との交流
・米国テキサス州ヒューストン市
経済発展分野に関する協定を締結

・中国蘇州市呉江区
市内創業支援施設や市内企業の視察

年度 予算額 認定実績

令和３年度 9,930千円 ５件

令和２年度 9,859千円 16件

令和元年度 10,173千円 8件
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Ⅲ.民間組織の取組
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(1) 千葉銀行

・事業者と大学・高専によるオープンイノベション創出を支援。（ちばぎん地方創生融資制度）
・地域経済への波及効果が見込める創業・新事業参入を支援。（ちばぎん地方創生融資）
・ちばぎん、はまぎん学生ビジコン2021で将来の地域経済の担い手育成を実施。
・県内ベンチャー企業へのエクイティファイナンスの提供。（ちばぎんキャピタル運営ファンド）
・ちばぎん総合研究所による調査・提言。（「東京圏における事業機会の創出と連携の可能性」等）

・助成金の交付など、千葉県内のベンチャー企業に対する支援を実施。

・各種材料や部品の分析・試験・評価・解析のほか、リチウム電池の試作，実験装置のオーダーメイド
などを組み合わせたワンストップソリューションで支援します。

1.民間組織の取組

・起業家育成支援施設であるCHIBA-LABO及び、市内コワーキングスペースを運営。
創業者向けセミナー等を実施。

・地方創生とデジタルシフト支援領域のプロジェクトサービスを提供。県と連携し、ちば起業家応援事業を実施。

・「起業家と共に「ゼロ→1」を創出する」というビジョンを掲げ、次世代の社会のインフラを構築できるような
起業家の育成に取り組む。スタートアップ支援として資金調達をサポートする「ちばクラウドファンディング

（CAMPFIRE キュレーションパートナー）」を運営や、起業家育成ゲームを企画、制作、販売している。

2.民間組織との連携
本市、千葉市産業振興財団、各連携先オフィスの3者で創業支援全般に関する連携協定を締結。
(1)連携内容
各種支援施策等の広報、周知・経営相談会等の開催・伴走型支援を希望するオフィス利用者への創業支援

(2)連携先オフィス
・株式会社Buil-Netフロンティア ・株式会社USP ・日本リージャス株式会社

(2)公益財団法人ひまわりベンチャー育成基金

(3)JFEテクノリサーチ株式会社

(4)株式会社パクチー

(5)株式会社オニオン新聞社

(6)株式会社幕張PLAY



Ⅳ.大学の取組

1.大学の取組

・千葉大学の取組
内閣府の「イノベーション創出環境強化事業」の支援を受け、2020年4月に「学術研究・イノベーション推進機構（IMO)」
を西千葉キャンパスに設置。IMOは産学官連携に必要な機能を集約し、研究推進基盤やベンチャー支援の体制を強化すること
で、千葉大学から社会のイノベーションを創出。

2.大学との連携

(1)千葉大学との連携
産官学公金連携シンポジウム（千葉エリア）への参加

(2)西千葉子ども起業塾
千葉大学、千葉経済大学、敬愛大学と連携し、
市内小中学生を対象とする、経営知識や姿勢を身に付ける講座を実施。

（3)公益財団法人千葉市産業振興財団との連携協定。
千葉大学、木更津工業高等専門学校と連携協定を締結。
・市内中小企業のニーズと大学の研究シーズのマッチングのため連携
・産学合同技術シーズ交流会、ビジネスシーズ交流会に参加し、研究シーズを紹介。
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Ⅴ.都市の環境・繋がりの状況

1.都市の集積・環境の概要

本市は、首都圏東側に位置し、東京湾に面した１９㎞におよぶ海岸線をもち、大都市でありながら、内陸部は緑豊かな丘陵地域
となっています。総人口は全県の約１５％を占める９７．６万人(Ｒ４．２現在)、市域面積約２７２ｋ㎡を擁し、平成４年に全国
で１２番目の政令指定都市となっています。都心まで約４０㎞、東京湾アクアラインまで約３０㎞、成田国際空港まで約３０㎞と
至便な地理的位置にあり、高速交通体系、鉄道網が整備されているほか、国内屈指の貨物取扱高を誇る「特定重要港湾」千葉港を
有し、首都圏はもとより、海と空の両面から海外を視野におさめることができるなど、新産業・事業活動にとっては極めて優位な
位置にあります。
また、本市は、業務核都市の業務施設集積地区として県庁、裁判所、国関係機関をはじめとした行政機関や、教育・研究等の

向上を目的とした連携先の大学・短期大学が数多くある。また、大手企業の県内拠点等の商業施設が集積する「千葉都心地区」、
情報・通信産業の業務・研究機能が集積するとともに、イオングループなどの大手小売業や、大手通販企業が立地する「幕張新都
心地区」、鉄鋼・電力等の素材型工業が集積する「蘇我副都心地区」を含む３都心を有し、それぞれに特色ある産業が集積してま
す。これらの地域産業資源を活かした新事業創出の支援に取組んでいます。
なお、市内には、アジア地域有数の規模を誇る大型コンベンション施設「幕張メッセ」があり、日本を代表する各種の国際見本
市などが開催されています。
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Ⅴ.都市の環境・繋がりの状況

2.スタートアップ支援の中心となる施設・場（公的施設・民間施設）

・CHIBA-LABO（千葉市中央区2-5-1千葉中央ツインビル2号館8階）
起業家支援施設

・千葉大亥鼻イノベーションプラザ（千葉市中央区亥鼻1-8-15 千葉大学亥鼻キャンパス内）
大学連携型起業家育成施設（インキュベーション施設）
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Ⅴ.都市の環境・繋がりの状況

2.スタートアップ支援の中心となる施設・場（公的施設・民間施設）
・幕張ビジネスポート（千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンCB棟3階 B棟13階）
レンタルオフィス

・オフィスサービスUSP（千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブウエストタワー2階）
レンタルオフィス

・日本リージャス千葉ビジネスセンター（千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階）
レンタルオフィス
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