地方創生に向けた取組み
当行は、地域のトップバンクとしてグループを挙げて「地方創生」への取組みに積極的に参画してまいり
ます。

地域の面的再生への参画
地方創生の推進態勢

多様で幅広い関係者
県・大学・民間事業者・商工会議所・ＮＰＯ法人・政府系金融等

自治体

連携

総合戦略各施策への
支援等

取引先企業

協働

事業内容の適切な把握、
課題解決策の提案・実行

グループ
本部

営業店

ちばぎん総研 他 グループ会社

地方創生部会
部会長

営業本部長

主管部

事業性評価部会
地方創生部

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」への対応事項
に関する目標設定、
施策の立案・実施

報告

部会長

営業本部長

主管部

法人営業部

取引先企業の事業性評価に基づく融資や助言等
に関する事項の目標設定、
施策の立案・実施

報告

指示

指示

地方創生・地域活性化委員会
(委員長

頭取

副委員長

副頭取)

地方創生への取組み
連携協定
自治体
自治体以外

千葉市、君津市、南房総市、館山市、鴨川市、鋸南町、勝浦市、いすみ市、銚子市、旭市、富津市、
柏市、白井市、匝瑳市、御宿町、茂原市、市川市、流山市

㈱地域経済活性化支援機構
（ＲＥＶＩＣ）
、千葉県商工会議所連合会、千葉県商工会連合会、千葉県税理士会、
木更津工業高等専門学校、千葉県商工会議所及び県内21商工会議所
※締結日順

関連商品

セミナー

■ 広域ちば地域活性化ファンド
■ ちばぎん地方創生融資制度
■ ひまわりベンチャー育成基金

■ 地方創生セミナー
■ 地方創生ＩＣＴカンファレンス
■ 移住・定住セミナー

● 広域連携促進事例
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観光用レンタサイクルの寄贈

成田支店内
「成田市情報コーナー」
の設置

平成27年度 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町
平成28年度 千葉県北総観光連盟
（銚子市、成田市、佐倉市、
香取市、酒々井町、神崎町、東庄町）

▶成田市と周辺市町の観光振興が目的
▶観光パンフレット専用ラックを置き、成田市とともに観光情
報を発信

地方創生に資する新事業の資金調達支援
広域ちば地域活性化ファンド

平成27年10月設立

投資候補例

▶総額：5億円
▶共同GP：ちばぎんキャピタル・REVICキャピタル
▶千葉県が有する産業基盤や観光資源、人材といった地域の
特性と従来の常識や慣習にとらわれない斬新な発想とを融合
した新しい事業モデルを育てていくことを目的

●地域を結ぶ広域的な周遊ルー
トの開発
●既存施設を宿泊施設や情報発
信拠点として利活用するプラン
●エネルギーの地産地消に向
けた検討 など

■平成27年度実績：1社

事例

地方創生を実現するためのファンドの活用事例

お客さま

〈宿泊所等運営〉
・「解体予定であった公共音楽施設をダンス等の合宿所とし
て利活用する事業」
「公営の女子寮を外国人向け宿泊施設と
して利活用する事業」
を計画

・ 本件は、地域雇用拡大や宿泊客増加による経済効果も期待
できることから、地域活性化に資する取組みと判断し、
「広
域ちば地域活性化ファンド」
の活用を提案

・ファンドによる投資と銀行融資により、
計画に必要な資金を調達
多様な資金調達手段の提供により、新事業にかかる資金調達をサポートするとともに、
外部専門家(REVIC)を活用したハンズオン支援を実施

ちばぎん地方創生融資制度

平成27年11月創設

ポイント

●事業計画に基づき、融資条件を設定することが可能（安定し
た利益が計上できるようになるまで、最長で3年間の元金据
置期間が設定可能）

▶千葉県または千葉県に隣接する地域において、創業または新
規事業を行う事業者を対象

●融資実行後、計画と実績が大きく乖離した場合において、
その要因分析や計画見直し等のハンズオン支援を実施

■平成27年度実績：2社／318百万円

事例

地域活性化に資する新事業の資金調達支援

お客さま

〈農業生産法人〉
・ 耕作放棄地等を集約して大規模農業を営む計画を立案
・ 事業を開始するまで準備期間が必要であることが課題

・ 本計画は、地域の高齢農家の雇用創出にも繋がる可能性が
あることから、地域活性化につながるものと判断し、
「ちば
ぎん地方創生融資制度」の活用を提案

・ 3年間返済据置
（融資期間計23年間）での資金調達を実現

柔軟な返済計画を設定できる融資制度の活用により、地域活性化に資する新事業の開始をサポート

その他の取組み
ちばぎん・学生版ビジネスアイデアコンテスト

PFI

▶地域経済の将来の担い手となる学生の起業を支援

▶地域社会発展に貢献するために、千葉県内等のＰＦ
Ｉ事業に積
極的に関与

▶地域の産業および経済の発展に寄与
■表彰実績
・平 成2 7年度は過去最多5 6
件の応募から4組を表彰
■平成24年度からの累計
・表彰：15組
・うち起業したグループ：4組

ちばぎん研究開発助成制度

公共セクターさま向け

▶構想
（計画策定）
段階から事業実施段階におけるアドバイス等

第 5 回 ちばぎん 学生版

ビジネスアイデアコンテスト
募集期間
／1 ～ 11

9

表彰内容

優秀賞

1 プラン
副賞

主催：千葉銀行

30

万円

奨励賞
賞

最大
2 プラン
プラン
副賞

10

／10

地域活性化に繋がるアイデアを表彰！

ビジネス
ネ
万円

アイデア賞

1 プラン
副賞

10

万円

後援：公益財団法人 ひまわりベンチャー育成基金

応募資格： 下記①②の条件を満たされる方
①当行営業エリア内（千葉県及び東京都、茨城県、埼玉県の一部）に在住または在学する学生
※将来、当行営業エリア内で起業を希望する当行営業エリア外の学生も応募可能です。営業エリアについてご不明な点は事務局
いて
て
までご連絡ください。

②新規性もしくは独創性がある、または地域活性化に繋がるビジネスアイデアや事業プランを
有する個人またはグループ
応募方法： 当行ホームページより、 所定の「応募申込書」をダウンロードの上、 必要事項をご記入いた
だき、電子メールにてご応募ください。
※必ず「募集要項」をよくお読みのうえ応募してください。

【最終選考】プレゼンテーション形式の面接審査（12 月）

※最終選考者は「最終選考参加者向けプレゼン相談会」にご参加のうえ、別途プレゼンテーション資料を作成いただきます。

～新たな事業活動を進める企業と大学との連携をサポートいたします～

結果発表： 平成２9 年２月（予定）

※結果については、個別に連絡いたします。

起業支援： 受賞者が起業を希望する際は、当行が無料相談等によりサポートいたします。



下記①②③全ての条件を満たされる方

①当行営業エリア内（千葉県及び東京都、茨城県、埼玉県の一部）
に事業所をおく中小企業または個人事業主

②千葉大学、千葉工業大学または木更津工業高等専門学校の研究成
果等と、自らがもつ技術・商品開発ニーズをマッチングし、早期
に事業・商品化させることを目指している

③企業と大学または高専にて共同研究（受託研究）の契約を結んで
いる、もしくは契約締結をする予定である
※くわしくは、当行ホームページの募集要項をご確認ください




ちばぎん 研究開発助成
検索
＜お問合わせ・お申込み先＞
 千葉銀行 法人営業部 成長ビジネスサポート室 新事業支援担当 

 〒 千葉市中央区千葉港１－ ℡ ––  

  電子メールQHR#FKLEDEDQNFRMS ホームページKWWSZZZFKLEDEDQNFRMS



アイデアだけでも応募できるよ！

ゼミや研究室の研究課題での応募もＯＫ！
皆さまからの応募を待ってます！

ちばぎん ビジネスアイデアコンテスト

検索

お問い合わせは下記の事務局までお気軽にご連絡ください。
成長ビジネスサポート室
事務局

【ちばぎんのホームページアドレス】

http://www.chibabank.co.jp/

【事務局 e-mail アドレス】

idea@chibabank.co.jp

民間事業者さま向け

▶ファイナンシャル・アドバイザー

入札前の段階から資金調達面についてアドバイス

●

▶アレンジャー

融資団を組成し、事業資金をご融資

●

▶エージェント

事業開始後の資金管理、契約条件の履行状況のチェック

●

■平成27年度融資実績：1件／1,350百万円

海外派遣事業（ちばぎんみらい財団）

中小企業従業員の

行と千
い共葉
ま同大
すで学
。 行、
募集期間：平成２年４月日～月日
う千
◆助成金額
助成上限  ：万円
研葉
助成率   ：研究費の４／５まで
助成対象期間：２年以内
究工
開業
◆応募資格
発大
に学
対、
し木
て更
◆お申込み方法
助津
所定の申込書に必要事項をご記入の上、添付書類とともに、
下記担当宛に書留郵便にてご送付ください。
成高
申込書は、千葉銀行のホームページよりプリントアウト
または下記担当までご請求ください。
を専

●

海外派遣事業

▶千葉大学、千葉工業大学、木更
津工業高等専門学校と共同で行
う研究開発に対して助成
・助成上限：100万円
法人営業部
043-301-8295
・助成率：研究費の4/5まで
・助成対象期間：2年以内
■平成27年度助成実績：
5社／500万円
■平成25年度からの助成累計：
21社／2,312万円
選考方法：【１次選考】書類審査 (11 月 )

PFI事業に関する情報の提供や勉強会の実施等
官民のリスク分担やファイナンスに関わる諸条件に関するアドバイス等
●ちばぎん総研によるコンサルティングの実施
●

▶中小企業の従業員を海外研修に派遣
千葉県経済の将来を担う人材の育成
を目指し、成長著しいアジア諸国等へ
の視察派遣団員を中小企業の従業員
の中から募集し、助成金を交付

参加者一

人当たり

25万円
を
助成

海外視察研修参加者

募集

当財団は千葉県内において産業及び文化芸術の
振興並びに生活・福祉の向上に資する事業を実
施・支援することをつうじて、
地域社会の持続的
な発展に貢献することを目的としています。
事業
内容

1.中小企業等従業員に対する海外派遣事業
2.県内幼稚園でのオ－ケストラ公演事業
3.「ちばぎん金融資料室」の管理運営に関する事業
4.千葉県民の福祉向上を目的とした貸付及び貸付金の管理に関する事業
5.産業、文化振興、生活、福祉に関する資料の収集・保管・提供
6.その他この法人の目的を達成するために必要な事業

公益財団法人

ちばぎんみらい財団
平成28年度助成事業内容
募集期間／ 平成28年5月1日（日）～7月15日
（金）
派遣時期／ 平成28年10月下旬
（7日間程度）
派 遣 先／ マレーシア・ベトナム
（予定）
詳細は、
募集事項をご確認ください。

公益財団法人 ちばぎんみらい財団
〒260-0015千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル2階

TEL 043-216-5204 FAX 043-216-5204
http://www.chibagin‐mirai.jp
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