
小計 82,630

(1)
次代を担う職業人材育成のための教育設備充実【再掲】 50,000 教育委員会 管理課

次代を担う職業人材育成【再掲】 13,720 教育委員会 高校教育課

ぐんまトライワーク推進
（高校生長期インターンシップ）【再掲】

688 教育委員会 高校教育課

新規 普通科高校等インターンシップ推進【再掲】 250 教育委員会 高校教育課

社会人講師活用【再掲】 1,253 教育委員会 高校教育課

産業・教育連携若年者育成【再掲】 2,070 教育委員会・産業経済部
産業人材育成課
高校教育課

(2) 新たな商品・サービスの企画・開
発・販売に向けたパートナーづくり 地場産業情報発信（農商工連携マッチングフェア） 3,329 農政部 蚕糸園芸課

産学官連携の推進 3,595 企画部 新エネルギー推進課

新規 低温ガス化技術の汎用実証事業 1,000 企画部 新エネルギー推進課

研究開発推進 2,926 企画部 新エネルギー推進課

ぐんま地場産業フェスタ 2,200 産業経済部 工業振興課

２ ものづくり人材の育成 小計 542,214

３．群馬の飛躍を支える産業人材育成プロジェクト

経済のグローバル化が進む中で、本県の豊かな自然環境や歴史、文化、蓄積された高度な産業技術などを受け継ぎ、さらな

る発展を目指した産業人材の育成を推進します。

新規／拡充 主 な 事 業 予算額
（単位：千円）

担当部局 事 業 担 当 課
主要
事業

１ パートナーシップ形成による人材育成支援

産業界との連携による学校教育
の実施

平成２６年２月４日

とりまとめ担当課

産業人材育成課 内線３４１２

企画課 内線 ２３１６

プロジェクトのねらい

２ ものづくり人材の育成 小計 542,214

(1) 中小企業研修（産業技術センター） 2,500 産業経済部 工業振興課

新規 食品研修（産業技術センター） 200 産業経済部 工業振興課

人材育成（繊維工業試験場） 433 産業経済部 工業振興課

(2) （公財）群馬県産業支援機構事業助成 26,339 産業経済部 商政課

産業デザイン振興 1,500 産業経済部 工業振興課

(3) ものづくり技術・技能の継承 群馬ものづくり改善インストラクタースクール 213 産業経済部 産業人材育成課

産業技術専門校運営 203,280 産業経済部 産業人材育成課

普通職業訓練 38,079 産業経済部 産業人材育成課

若年ものづくり人材育成（ものづくり体感事業） 600 産業経済部 産業人材育成課

産業・教育連携若年者育成【再掲】 2,070 教育委員会・産業経済部
産業人材育成課
高校教育課

次代を担う職業人材育成のための教育設備充実【再掲】 50,000 教育委員会 管理課

次代を担う職業人材育成【再掲】 13,720 教育委員会 高校教育課

３ 農業・林業を担うひとづくり 小計 1,571,259

(1) 女性農業者活動支援 1,185 農政部 技術支援課

地域資源活用推進 335 農政部 蚕糸園芸課

(2) 農業経営総合対策推進 2,322 農政部 農政課

ぐんま型集落営農ステップアップ支援 300 農政部 農政課

ぐんま農業フロントランナー養成塾 3,521 農政部 農政課

「はばたけ！ぐんまの担い手」支援 66,000 農政部 農政課 Ｐ１３

新規 担い手への農地集積・集約化 876,399 農政部 農政課 Ｐ１３

新規 農地有効利用促進 6,237 農政部 農政課

企業等農業参入促進・フォローアップ 970 農政部 農政課

農業者育成対策（就農促進対策） 12,413 農政部 技術支援課 Ｐ１５

農業者育成対策（新規就農者確保） 304,627 農政部 技術支援課 Ｐ１５

新農業人スタートダッシュ支援 1,604 農政部 技術支援課

多様な人材の就農・定着支援、担
い手の経営基盤の確立

新技術・研究開発などの技術向上
支援

商品企画・販売力強化などのマー
ケット力強化支援

農業に新たな付加価値を創出で
きる人材の育成



新規／拡充 主 な 事 業 予算額
（単位：千円）

担当部局 事 業 担 当 課
主要
事業

就農支援資金貸付 50,828 農政部 農業経済課

農業近代化資金等融通対策 91,810 農政部 農業経済課 Ｐ１５

総合農政推進資金等融通対策 38,230 農政部 農業経済課 Ｐ１５

(3) 林業労働力対策（ぐんま林業学校を除く） 98,886 環境森林部 林業振興課

ぐんま林業学校 5,500 環境森林部 林業振興課

森林組合強化対策 6,522 環境森林部 林業振興課

４ 観光人材づくり 小計 32,681

(1) 地域観光をリードする人材の育成 ググっとぐんま観光キャンペーン 16,000 産業経済部 観光物産課 Ｐ２２

群馬県ふるさと伝統工芸品振興 681 産業経済部 工業振興課

(2) 観光客受入れ体制整備 ググっとぐんま観光キャンペーン【再掲】 16,000 産業経済部 観光物産課 Ｐ２２

５ グローバル人材づくり 小計 50,062

(1) グローバル人材の育成 ぐんまグローバル塾 971 企画部 国際戦略課

海外ぐんまサポーターズ設置 1,293 企画部 国際戦略課

明石塾 1,061 総務部 女子大学

国際交流 22,705 総務部 女子大学

英語教育用CALLシステム端末機器更新 22,739 総務部 女子大学

(2) ネットワーク構築による支援 海外ぐんまサポーターズ設置【再掲】 1,293 企画部 国際戦略課

プロジェクト合計 2,278,846

森林・林業を支える人材の確保・
育成

※ 予算額の小計・合計は、再掲事業のほか、本資料に記載されていないその他の事業の予算額も含みます。


