
新型コロナ変異型感染「第5波」が急速に収束の状況ですが、第6波は必ず来るといわれており、引き続き感染防
止策を実行していく必要があります。メルマガ10月号は 助成制度等４件、セミナー4件をご紹介します。

補助金･セミナー等情報のご案内 2021年１０月号

（１／８）

助成制度等

『 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について』
------- 千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部--------

千葉県では、国の基本的対処方針及び現在の新型コロナウイルス感染症の感染状況や医療提供体制等の状況を踏

まえ、令和３年１０月２５日以降の県における対策の内容を、以下のとおりとすることとしました。
尚、内容については、今後も、国の動向、県内及び近隣都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

本対策の期間は、令和３年１０月２５日～１１月３０日までとします。 それ以降は別途判断します。

※『新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について』 （詳細は添付資料を参照ください！）

（１）県民の皆様へ

〇基本的な感染症対策を徹底 ～会話するときはマスクを着用～

〇飲食時の注意 ～お店から求められる感染症防止策に協力～

・県が認証・確認している「千葉県飲食店感染防止対策認証確認店」「 〃 基本対策確認店」の利用を！ 等

（２）イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ

【留意事項】 ： 〇1000人を超えるイベント開催は県に相談をお願いしたい！

【開催制限の収容率・人数上限の目安】 ：〇R3年10月1日～10月31日まで ⇒収容率100％、人数上限「5000人

または収容定員の50％以内のいずれか大きい方」、又は「10，000人」のいずれか小さい方。

〇R3年11月1日～12月19日まで⇒収容率100％、人数上限「5000人または収容定員の50％以内のいずれか大きい方」

〇R3年12月20日～当面の間 ⇒収容率100％、人数上限「5000人または収容定員の50％以内のいずれか大きい方」

または「10,000人」のいずれか小さい方 等々

（３）事業者の皆様へ

〇在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等の取組みをお願い 〇「感染症防止チェックリスト」励行 等々

発行 ２０２１．１０．２５
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（２／８）

Ｒ３年度下期 『 ひまわりベンチャー育成基金助成事業の募集』
------ひまわりベンチャー育成基金 ------

～使い勝手のよい助成金です！ ベンチャー、中小企業の皆さん 早めにご準備下さい！～

公益財団法人「ひまわりベンチャー育成基金」の助成制度をご紹介します。年２回、助成金及び家賃助成金の
募集が行われており、Ｒ３年度下期の募集が１１月１日から開始されます。 興味にある方は早めにご準備下さい。

◆助成対象者 ： 千葉県内に主たる事務所、事業所を置き、新しい技術・製品・サービスの研究開発、提供を
手掛ける活力ある中小企業 （原則として創業１０年以内、又は新規事業進出後１０年以内
の企業。１０年超の場合は当財団にご相談ください）および個人事業者

◆助成金等の交付 ： (1) 助成金は、１社あたり５００万円を上限として、通常３００万円
(2) ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ施設入居企業への家賃補助金は、１社あたり月額５万円を上限で１年間

◆選考方法 ： プロジェクトの「新規性・独自性」、「事業の可能性」、「市場性、将来性」、「社会性（ＳＤＧｓへの
取組状況）」、「資金使途」などを厳正かつ公正に審査し選考します

◆選考結果 ： 申請者に書面にて応募者全員に通知。
※尚、各種相談・指導は個別に該事務局が随時受付します。

◆募集期間 ： 上期 2021年４月２６日(月）～５月３１日（月） （郵便書留で当日消印有効） 終了！
下期 2021年１１月１日(月）～１１月３０日（火） （郵便書留で当日消印有効）

◆申込み方法 ： ホームページの募集要項をご覧の上、該財団所定の申請書にて申込みます（郵便書留のみ）

◆お問合せ先 ： 公益財団法人 ひまわりベンチャー育成基金 事務局 （千葉市中央区千葉港1-2 千葉銀行
本店2階） ＴＥＬ ０４３－２４２－５５２３ FAX ０４３－２４２－５５２４
ホームページ https://www.chibahimawari.org/business/#c01

特定非営利活動法人
ＮＰＯテクノサポート
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『2021年度「研究開発型スタートアップ支援事業／NEDO 
Entrepreneurs Program（NEP）」に係る第2回公募について 』

----新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） ----

NEDOは、具体的な技術シーズを活用した事業構想を有する（NEDO Entrepreneurs Program;以下「ＮＥＰ」という）で活動す

る起業家候補人材の公募を行います。 本公募では起業家候補支援プログラム、応募要件や支援内容、事業期間に応じて、
3つの応募タイプ（NEPタイプA［個人］、NEPタイプA［法人］、NEPタイプB）があります。
採択されたNEP事業者は、NEDOが委嘱する事業化支援人材（事業カタライザー：起業・事業化に向けた活動、及びビジネス

プラン構築の指導を行う専門家）によるハンズオン支援を受けながら、事業化可能性の調査や事業化促進に向けた研究開
発、実証等（ビジネスプラン作成、市場調査、試作品の設計・製作等）の活動を行います。詳細は公募要領をご確認下さい！
１．助成事業対象者

本公募では、「個人・チーム（研究機関や企業等に所属している者を含む）」、又は「法人（応募事業を実施するた
めに設立した法人）」による応募が可能です。 詳細は「公募要領」をご確認ください。

２．助成金額
・ＮＰＥタイプＡ［個人］、及びＮＰＥタイプＡ［法人］ ： ５百万円（税抜）未満／件
・ＮＥＰタイプＢ ： ３０百万円（税抜）以内／件

３．助成事業の期間
・ＮＰＥタイプＡ［個人］、 ： 交付決定日から起算して6カ月以内（事業終了日は、遅くとも2022年9月30日）。
及びＮＰＥタイプＡ［法人］
・ＮＥＰタイプＢ ： 交付決定日から起算して12カ月以内（事業終了日は、遅くとも2023年3月31日）。

４．対象技術
・経済産業省所管の鉱工業技術（例えば、ロボティクス、AI、エレクトロニクス、IoT、クリーンテクノロジー、素材、
医療機器、ライフサイエンス、バイオテクノロジー技術、航空宇宙等。但し、原子力に係るものは除く。）
・具体的技術シーズがあって、研究開発要素があることが想定されること。 ・イノベーションを創出しうるもの。

６．公募期間
２０２１年１０月８日～２０２１年１１月３０日正午まで。 ＷＥＢ申請のみ！ ※説明会もあります。ご活用下さい！

４．お問い合わせ先
イノベーション推進部スタートアップグループ 担当者：ＮＥＰ事務局 ＴＥＬ044-520-5173 E-MAIL：vc-vb@nedo.go.jp

HP; https://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100326.html

特定非営利活動法人
ＮＰＯテクノサポート
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『 【11/8〆切】小湊鉄道株式会社「こみなと待合室」商談会
商談参加事業者募集中！』

------千葉県産業振興センター ------

千葉県の地域資源を活用した商品を製造・販売する県内中小企業等の商品開発（改良）、販路拡大等を促進するため、
千葉県を代表する私鉄「小湊鉄道」や小湊バス等を運営する小湊鉄道㈱との商談会を実施します。
今回は、小湊鉄道㈱が令和3年3月24日にオープンしたカフェ兼待合室「こみなと待合室」で提供されるカフェメニューの

材料となる食材や物販商品、今後当社で開催される各催事における販売商品等を供給できる県内中小企業を募集し、商
談を実施します。

併せて、不採用になった商品について、小湊鉄道㈱からその理由をフィードバックしていただくことで、今後の商品改良及
び販路開拓に関するヒントを事業者に提供し、商品のブラッシュアップ及び商品力向上に向けて支援します。
参加応募の詳細は下記ＨＰをご覧ください！

◆応募対象者 ： ・千葉県の地域資源（千葉県産の原材料）を活用した商品（主に食品）を製造・販売している
県内中小企業等 ・千葉県内の農林水産事業者

◆商談の対象となる商品 ： 千葉県の地域資源（千葉県産の原材料等）を活用した商品であり、下記のいずれかの条件
を満たすものを募集します。 1．「千葉県」「里山」「トロッコ列車」をイメージさせるもの 2．季節を感じさせるもの
（旬の時期に供給できるもの） ※来春より導入予定 3．小ロット（10個～）から供給できるもの 等々

◆想定される販路イメージ ： ・カフェ「こみなと待合室」にて提供されるカフェメニューに活用できる食材（一次産品、加工
食品等） ・カフェ「こみなと待合室」にて販売される商品（加工食品、調味料、雑貨等） 等々

◆商談方法 ： 参加申込書及び商品プロフィールシートによる書面審査を小湊鉄道㈱で実施した後、審査通過事業者は
小湊鉄道㈱とオフライン（対面）商談を1時間程度実施いただきます。（オンライン商談も可能）

◆商談開催日 ： １１月下旬以降に商談を実施予定 （具体的な日程は、書面審査通過者に追ってご連絡します）
◆参加費 ： 無 料
◆募集期間 ： ２０２１年１０月１８日～１１月８日 午後５時必着
◆申請方法 ： 下記のＨＰから 募集案内等」ダウンロードいただき、内容をご確認のうえ、指定方法にてご提出ください。

◆お問い合わせ先 ； 公財 千葉県産業振興センター 経営支援部活性化支援室 伊藤 ＴＥＬ０４３-２９９-１０７８
メール；kirari@ccjc-net.or.jp ＨＰ；https://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?frmId=3134

特定非営利活動法人
ＮＰＯテクノサポート
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（５／８）
）2021年１０月号

セミナー･イベント

本号ではセミナー・イベント４件をご紹介します。 尚、参考のため、セミナー等に申込、参加された場合はお手数
ですがＮＰＯテクノサポート担当者までご一報下さい。

発行 ２０２１．１０．２５

2021地域プラットフォーム構築事業

『～儲けに繋がる～中小企業向け・省エネセミナー』
-----主催；特定非営利活動法人ＮＰＯテクノサポート（省エネお助け隊） 共催；銚子信用金庫、千葉県-----

特定非営利活動法人NPOテクノサポート（省エネお助け隊）は千葉県、銚子信用金庫と共催で、中小企業向け
に省エネセミナーを実施します。 省エネにより浮いたコストは『営業いらずの利益』になるだけでなく、『カーボン
ニュートラルに向けた取組み』につながります。
セミナーでは、実例を交えながら、省エネ対策の方向性や実践について解説。 また、セミナー参加者には『省
エネ診断』の受診サポートをご案内します。 これを機に省エネに挑戦してみませんか？

省エネといっても何をすればよいのか分からない方、コスト改善をお考えの方、是非、ご参加ください! !

◆会 場 ： 銚子信用金庫 旭研修センター （旭市ロの８３２番地）

◆日 時 ： ２０２１年１１月５日 （金） １３：３０～１６：００
◆カリキュラム： （１） 生産性向上を目指した運用改善による省エネ推進について

（２） 儲けに繋がる省エネ術
（３） 地域プラットフォーム構築事業を活用した省エネ推進について
（４） 中小企業における省エネ実践事例の紹介について
（５） 千葉県の地球温暖化対策に係る取組について
16:00～16:15 『省エネ相談会』

◆費 用 ： 無 料

◆お申込み・お問い合わせ ： 添付の申込書に所定事項を記入し、FAX（0479-24-4591）でお申込みください。

申込み締切:10月29日。

NPOテクノサポート TEL 080-2266-4699 HP；http://www.npo-tsupport.org/

銚子信用金庫 地域サポート部 事務局 ＴＥＬ：0479-21-5522 FAX 0479-24-4591

特定非営利活動法人
ＮＰＯテクノサポート
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『成功する 女性活躍推進 オンラインセミナー』
-----主催；千葉県ジョブサポートセンター-----

千葉県内企業の経営者及び採用ご担当者向けに『成功する女性活躍推進オンラインセミナー』を開催します。
業務の切り分けなど、採用計画から女性人材確保を検討してみることで、新しい視点も発見！
そして人材不足を解消！

◆会 場 ： Zoomによるオンラインセミナー
◆日 時 ： 2日間のセミナーを11月と1月に開催します！

第1回 ①２０２１年１１月４日 （木） １３：３０～１５：３０ と②１１月１８日（木）１３：３０～１５：３０

第２回 ①２０２２年 １月１2日 （水） １３：３０～１５：３０ と② １月２６日（水１３：３０～１５：３０

◆内 容 ： ① 『採用計画から考える女性人材確保、採用のポイント』
② 『女性の活躍・定着を促す人材マネジメント術』

◆講 師 ： 渡辺 知恵子氏
【経験・資格】 金融業界、人材業界マネジメント10年
中小企業人材戦略コンサルティング５年、研修講師7年、就労支援11年
国家資格1級キャリアコンサルティング技能士
メンタルヘルスケア・マネジメントⅠ種マスター 産業カウンセラー
ハラスメント上級マネージャー アンガーマネジメントファシリテーター

◆定 員 ： 各回 ２０名 （先着順）
◆費 用 ： 無 料

◆お申し込み方法 ： 下記のHPに入り、セミナー案内、「お申込みフｫーム」から申し込みます。
◆お問い合わせ ： 千葉県ジョブサポートセンター 女性チャレンジ応援事業

ＴＥＬ ０４３-２４５-９４２０

ＨＰ； https://www.chiba-job.com/event/2850

発行 ２０２１．１０．２５
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『 フォロワーシップ研修 』
----- 主催；千葉県職業能力開発協会 -----

～ 組織を活性化させる部下力 フォロワー力がリーダーを支える！ ～
組織においては“リーダーシップ”が強調されがちですが、強いリーダーが引っ張っていくだけの組織で
は、競争を勝ち抜くことは難しく、活性化された組織の中では、部下からのフォロワーシップが発揮されて
います。 組織の力を最大限に活かすには、リーダーシップとフォロワーシップがお互いに働きかけあって、
相乗効果を発揮する必要があります。
本研修では、上司を動かし組織を活かす部下力「フォロワーシップ」について、また、フォロワーとして
組織へ貢献するための必要なスキルをグループ討議やケーススタディ等を取り入れながら習得します。

皆様の参加をお待ちしております！

◆日 時 ： ２０２１年１１月１８日（木）９：３０～１６：３０
◆場 所 ： ちば仕事プラザ （千葉市美浜区幕張西４-１-１０）
◆対 象 者 ： 若手社員・中堅社員
◆定 員 ： １２名 （定員になり締め切ります）

◆内 容 ： 1. オープニング 2. フォロワーシップとは
3. リーダーとフォロワーショップ
・リーダーシップとの相乗効果 ・それぞれの役割 ・求められる要件

4. フォロワーシップの効果 5. まとめ
講師 小川 良 氏 （リブサポート 代表）

◆参 加 料 ： 協会会員 １３,０００円 一般 １７,０００円
◆お申込み・お問い合わせ ： 添付のチラシ・申込用紙に必要事項を記入しFAX（０４３-２９６-１１８６）して下さい

千葉県職業能力開発協会 総務企画課 TEL : 043-29６-１１５０ FAX : 043-29６-1186
HP； http://chivada.or.jp/seminar/     

発行 ２０２１．１０．２５
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千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点 オンラインセミナー

『 新しい人材採用のカタチ！専門人材の活用で経営革新を 』
----- 主催；千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点 -----

千葉県では、中小企業の一層の経営改善に向けて、デジタル化など様々な経営課題を解決するプロフェッ
ショナル人材の採用(副業・兼業による採用を含む）を支援しています。 専門人材の活用による経営革新をw
をお話しします。 皆様の参加をお待ちしております！

◆日 時 ： ２０２１年１１月１８日（木）１４：００～１５：００
◆場 所 ： オンライン開催（Zoom）
◆対 象 者 ： 中小企業経営者 等
◆定 員 ： １００名 （先着順）

◆内 容 ： 【第1部】 『副業・兼業者を活用したIT化支援～デジタル人材活用事例～』
講師 パーソルキャリア株式会社 地域活性支援室

I-commonサービス課長 片山真平氏、Loinoサービス課長 飯田千穂氏
【第2部】 『入社後、活躍する人材の採用を可能にするアセスメントリクルーティング』

講師 ミイダス株式会社 田邉義喜氏
◆参 加 料 ： 無 料 (通信料はお客様負担になります）
◆お申込み・お問い合わせ ： ①下記のWebフォームから申込、②添付のチラシの二次元コードよりアクセス。

千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点（公益財団法人千葉県産業振興センター内）
〒261-7123 千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト23 階
TEL : 043-299-2903 FAX : 043-299-3411 Eメール： projinzai@ccjc--net.or.jpnet.or.jp
HP； https://www.pref.chiba.jp/11-18seminar/
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