
新型コロナ禍､東京都に緊急事態宣言、首都圏3県はマン防が延長され、飲食店等打撃が広がっています。アフター
コロナを見据えた「事業再構築補助金」2次公募、市原市チャレンジ応援事業補助金も開始されています。
メルマガ７月号は助成制度5件、セミナー2件をご紹介します。

補助金･セミナー等情報のご案内 2021年７月号

（１／８）

助成制度等

令和３年度市原市中小企業企業人材育成支援事業

『 市原市・出前研修の受講申込み延長』
------- 主催：市原市経済部、実施：特定非営利活動法人ＮＰＯテクノサポート--------

～企業の人材育成ニーズに合った「出前研修」の受講募集を7月末まで延長しています！！～

出前研修はＨ２７年度から開始し昨年度までに延べ５３社の中小企業に活用いただき、その成果を「改善事例発表会」で
披露し大好評をいただきました。本事業は市原市が、中小企業の経営支援・技術支援・人材育成支援・セミナー･研修等に
多くの実績を持つＮＰＯテクノサポートに委託し、企業の人材育成を強力に支援します。
企業の成長において、人材育成は最も重要な課題のひとつですが、中小企業・小規模事業者にとって「時間がない」「人材
育成に経費を割けない」、さらに「自社のニーズに合った研修がない」というのが実情です。 これらを解決するのが、市原市
のオーダーメイドの『出前研修』です。全国の都道府県で唯一のオーダーメイドの研修です。 是非ご応募･活用ください！！

◆研修概要 ： 企業が希望する研修内容の徹底的な相談～研修計画の作成～研修資料の作成～研修における
講義・演習（３時間/１回を３回）～研修後のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修（２時間/１回）等を実施します。

◆研修対象テーマ ： 1.．安全教育や品質管理、設備管理に関する研修 ２．管理・監督者の研修
３．現場の５Ｓ・業務改善に関する研修 ４．販路開拓等の営業研修 ５．新製品開発・製品改良に関する研修 等

◆事業期間 ： 採択（７月）～研修準備（８月）～研修開始（９月）～２０２２年２月末まで

◆応募期間 ： ２０２１年５月７日（金）～７月３０日（金）まで延長しています！ ◆研修費用 ： 無 料
◆応募方法 ： 応募用紙を下記からダウンロードし必要事項を記入し、ＦＡＸ，郵送、持参のいずれかの方法で

市原市経済部商工業振興課まで申し込みます。
◆応募先・お問い合わせ先 ： 〒290-8501 市原市国分寺台中央１－１－１ 市原市役所第２庁舎４階

経済部商工業振興課 TEL：0436－23－9836 ＦＡＸ：0436－22－6980Ｅメール； syoukougyou@city.Ichihara.lg.jp
ＨＰ；https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=609a3e45cc65d83f93e94208 担当； 宮本,中島
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（２／８）

『市原市中小企業等チャレンジ応援事業補助金の公募 』
----市原市役所経済部 ----

新型コロナ感染症で売上げが減少した市原市内中小企業のアフターコロナを見据えた、新たな商品・サービス
の開発、新たな販売・提供方法の取り組みに対して補助金を支給するものです。 市原市産業支援センターによ
る相談・助言等の支援を受けながら事業計画を作成していくことが必須となっています。

１．対象者
（１）R2年4月7日以前から市原市内に本社または主たる事業所を有している中小企業及び個人事業主
（２）新型コロナウイルス感染拡大により、申請前直近６ヶ月のうち、任意の３ヶ月の合計売上高が、2019年又

は2020年の同月３か月の合計売上高と比較して１０％以上減少していること。
（３）千葉県が実施する新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請の対象となっている者は要請

に応じていること。
（４）市税を滞納していないこと。

２．主な要件
（１）新たな商品・サービスの開発、新たな販売・提供方法への転換等新型コロナによる社会経済活動の変化

に対応するために前向きな取り組みであること。
（２）市原市産業支援センターによる相談・助言等の支援を受けながら取り組む事業であrこと。

３．対象経費
備品購入費(機械装置､工具備品､什器等）、建物改修費、賃借料、広告宣伝費、外注費等

４．補助金額・補助率
補助金額(上限） ： １００万円 補助率 ： ３／４ （対補助対象経費）

５．スケジュール
・事前相談（市原市産業支援センターとの） ： 2021年6月1日～
・申請受付 ： 2021年7月1日～7月30日まで
・審査・交付決定 ： 2021年8月中
・補助事業実施期間 ： 交付決定～ 2022年3月31日まで

６．お問い合わせ
市原市役所 経済部商工業振興課 TEL 0436-23-9836 FAX 0436-22-6980
市原市産業支援センター（市原商工会議所内） TEL 0436-22-4305 FAX 0436-22-4356

特定非営利活動法人
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『千葉県感染拡大防止対策協力金（第９弾） 』
----千葉県 ----

新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的とした飲食店への営業時間短縮要請については、すでに多くの店舗

に御協力をいただいているところですが、さらに多くの店舗に御協力いただくため、「千葉県感染拡大防止対策協

力金（第９弾：Ｒ３年６月１日～６月２０日まで）」について、Ｒ３年７月９日から申請受付を開始します。

１．支給対象となる飲食店

要請期間中（Ｒ３年６月１日～Ｒ３年６月２０日）、営業時間の短縮の要請に応じていただいた、千葉県内で

飲食店を運営する事業者等

２．支給額 ※まん延防止等重点措置区域とその他区域によって支給額が異なりますｊ！

(1)まん延防止等重点措置を講じるべき区域

千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田氏、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市

(2)支給額 ※以下の区分に応じて算定した日額×２０日分

６月１日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、６月４日までに御協力いた

だいた場合は、協力を開始した日から６月２０日までの日数分を支給します。

【中小企業】 前年度又は前々年度の１日あたりの売上高（※１）

７．５万円以下の店舗 ３万円

７．５万円超～２５万円以下の店舗 １日あたりの売上高×０．４

２５万円超の店舗 １０万円

１店舗あたり６０万円から２００万円（全期間御協力いただいた場合）

【大企業】※中小企業も選択可能

前年度又は前々年度からの１日あたりの飲食部門の売上高の減少額（※２）×０．４（上限２０万円）

１店舗あたり最大４００万円（全期間御協力いただいた場合）
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『千葉県感染拡大防止対策協力金（第９弾）（続き） 』
----千葉県 ----

３．申請受付期間等

(1)申請受付 ： [方法]  オンライン又は郵送
[期間] Ｒ３年７「月９日～８月２０日まで
※郵送は、８月２０日の消印有効
宛先：〒277-0852 千葉県柏市旭町１-１２-２ エレル柏ﾋﾞﾙ
千葉県感染拡大防止対策協力金(第６弾）事務局 宛て

(2)専用ポータルサイト ： 本協力金のポータルサイトから提出できます！
【URL】 https://chiba-kyouryokukin.com/june/index.html

４ ．本協力金についての問い合わせ先
◆千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】０５７０－００３８９４ 【受付時間】 ９時から１８時まで（土・日・祝含む）
ＨＰ：https://chiba-kyouryokukin.com/

◆市原商工会議所、市原市産業支援センター でも相談を受け付けています。 ＴＥＬ ０４３６-２２-４３０５
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『 令和３年度展示会出展等への助成事業（市場開拓）２次募集の案内』
------千葉県産業振興センター ------

千葉県の中小企業者や小規模事業者等が自社の新製品等の販路開拓のために、国内外の展示会に出展を行
う際にかかる費用の一部を助成します。
尚、申請には下記のように一定の要件がありますので、必ず募集事項等でご確認ください！

◆申請受付期間 ： 令和３年７月５日（月）～令和３年７月３０日（金）（期間内必着）まだ時間があります！

◆助成対象展示会 ： 2021年10月から2022年2月までに開催されるビジネスフェア、見本市、商談会等（オンラ
イン展示会含む）。 ただし、特定の顧客のみを対象とする、内見会、内覧会や、国又は地方自治
体等の補助金が措置されている展示会等（ベンチャーフェア、新価値創造展など）
※助成対象期間内において申請できる展示会は、一つのみです。

◆助成事業の内容
(1)助成対象j事業者： ①経営革新計画、異分野連携新事業分野開拓計画、地域産業資源活用事業計画又

は地域経済牽引事業計画の承認若しくは認定を受けた中小企業者、小規模事業者、連携体、組合
②ちば中小企業元気づくりまたは中小企業総合支援事業助成金の交付を受けて新商品・新技術・特
産品等を開発した中小企業者、小規模事業者、連携体、組合 等々（詳細は公募要領参照）

(2)助成対象経費： 展示会出展への助成。 ア 出展料 イ 製品説明会等参加費 ウPR用ツール等製作費
エ会場整備費及び装飾費 オ設備等レンタル料 カ運搬費 キ賃金 ク展示会スタッフ等派
遣費 ケ海外渡航費 コその他理事長が特に認める経費

(3)助 成 率 ： １/２以内 （小規模事業者は２/３）
(4)助成金限度額 ： ２０万円～１００万円
(5)助成対象期間 ： １年以内

◆お問合せ先 ： 公益財団法人千葉県産業振興センター 新事業支援部産学連携推進室
ＴＥＬ ０４７－４２６－９２００ FAX ０４７－４２６－９０４４
ホームページ： https://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?frmId=3053
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『なんでも相談会（市原商工会議所）開始』
----市原商工会議所 ----

市原商工会議所が『なんでも相談会』を開始します。
事業経営に関することなら、なんでも相談に乗ります！

・新型コロナ感染症の影響を受けて経営が回らない！
・各種補助金・助成金で活用できるものがあるか！
・誰かに現状を相談したい
・新規事業を考えたい
・リスク対策をしたい
・資金繰りがうまくいかない 等々

※無料 完全予約制 秘密厳守

お問い合わせ先
市原商工会議所 〒２９０－００８１ 市原市五井中央西１－２２－２５
TEL ０４３６－２２－４３０５ FAX ０４３６－２２－４３５６ Eメール １sapo@i-cci.or.jp
(電話受付時間 平日９：００～１７：００）
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セミナー･イベント

本号ではセミナー・イベント２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。

『 中小企業デジタル化応援隊事業を利用した
副業人材活用講座！』

----- 主催；千葉県、千葉県産業振興センター、第Ⅱ期中小企業デジタル化応援隊事務局 -----

千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点（千葉県産業振興センター内）と第Ⅱ期中小企業デジタル化応援隊事

業事務局は共同で、中小企業等がデジタル化を進める際に活用することのできる補助制度についてのセミナを
開催します。
申請のポイントや注意点を分かりやすく説明し、また、本事業とあわせて副業人材を活用したデジタル化の事
例についても紹介いたします。 多数の皆様のご参加をお待ちしております！

◆日 時 ： ２０２１年７月２９日（木） １４：００～１５：００ (会場１３：４５～） まだ間に合います！
◆場 所 ： オンライン開催 （Zoom）
◆費 用 ： 無 料
◆対 象 者 ： 中小企業経営者等
◆定 員 ： １００名 (先着順）

◆内 容 ： 【第１部】
「第Ⅱ期中小企業デジタル化応援隊事業の活用方法について－製造業での活用事例をもとに－」

講師 ： 野田 直道氏 （第Ⅱ期中小企業デジタル化応援隊事業事務局）
【第２部】

「中小企業デジタル化応援隊事業を活用した副業人材事例について」
講師 ： 猪尾 愛隆氏 （JOINS株式会社 代表取締役）

◆お申込み・お問い合わせ ： 次のWEBサイトからお申込みください。

千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点 ＴＥＬ：043-299-2903 FAX 043-+299-3411
HP； https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/projinzai/r3seminar_projinzai20210729.html
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ＭＯＴ２０２１ 技術経営実践講座

『 技術を事業に結びつける、価値を創出する経営へ』
----- 主催；千葉県産業振興センター 東葛テクノプラザ -----

ＭＯＴとは（Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｏｆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）の略称で、「技術経営」と訳され、理系のＭＢＡ（経営学修士）と呼

ばれるなど、近年、経営戦略の視点として極めて重要であることが認識されるようになってきました。

本講座を担当される岸本講師は、東京理科大学大学院で社会人向けビジネススクール（ＭＯＴ）で教鞭を執ら

れ、多くの受講生から高い評価を受けておられます。 企業の成長戦略や利益拡大のために活躍できる人材育

成を検討されている方は是非、受講されますよう、ご案内いたします。

◆日 時 ： 第１回／令和３年１０月 ５日 （火） １４：００～１７：００

第２回／令和３年１０月１９日 （火） １４：００～１７：００

第３回／令和３年１１月 ２日 （火） １４：００～１７：００

第４回／令和３年１１月１６日 （火） １４：００～１７：００

◆場 所 ： 東葛テクノプラザ ２F 第４会議室 （柏市柏の葉5-4-6）

◆費 用 ： 一般：20，000円/人 東葛テクノ会会員：10，000円/人

◆内 容 ： 第1回・2回 テーマ 「その製品、その事業、本当に自社でやるべきか？」

第3回・4回 テーマ 「不況期を進化に活かすマネジメント」

講師 ： 岸本 太一氏 （東京理科大学大学院 経営研究科 講師）

◆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（04-7133-0162）でお申込みください。

千葉県産業振興センター 東葛テクノプラザ 事業推進課(担当：河村）

ＴＥＬ：04-7133-0139 FAX 04-7133-0162 Eメール mot@ccjc-net.or.jp

HP； https://ttp.or.jp/
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