
新型コロナ感染第３波が猛威をふるいはじめた感のある昨今、まだ安全で効果の高いワクチン開発に時間がかかる
ためコロナ感染症拡大防止と経済の両立は予断を許さない状況です。
メルマガ11月号は、コロナ対応支援策を中心にした助成制度4件、セミナー･イベント等4件をご紹介します。

補助金･セミナー等情報のご案内 2020年１１月号
（１／８）

助成制度等

発行 ２０２０。１１．１８

『千葉県中小企業再建支援金の延長について』
----千葉県 ----

～ 千葉県中小企業再建助成金が１２月末まで延長されました！～

メルマガ９月号でお知らせした「千葉県中小企業支援金」は当初申請期限（８月末）が「１２月末まで期間延
長」及び「支給対象の拡大」が決定され、１０月下旬から施行されています。

◆売上減少（５０％減）の比較期間について
・現行の令和2年「１月～７月」から令和２年「１月～１２月」に延長
・「１月～１２月」のうちいずれかの月が対前年比同月比売上高が50％以上減少した事業者。

◆支給対象の拡大
・ ６月から１２月の連続する３か月の売上高の減少が、前年同期比30％以上の事業者等。
※各月全てが３０％以上減少している必要はありません。

◆８月末までに申請した方は、再度の申請をすることはできません（支給は１事業者１回限り）。
◆受付期間 ： 令和２年１０月１日(木）～令和３年１月３１日（日）(郵送の場合は1/31消印有効）

◆お問い合わせ先 ： 千葉県県 商工労働部 経済政策課

ＴＥＬ ０４３-２２３-２７６９ ＦＡＸ ０４３-２２２-０４４７

Ｅメール： keisei11@mz.pref.chiba.lg.jp

https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/kaigojigyousha/documents/siennkinntaisyou.pdf
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発行 ２０２０．１１。１８

2020年１１月号

（２／８）

『 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』
----厚生労働省 ----

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の措置の

影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金（休業手当）を受けることができなかった方に対

し、支給されます。

◆対象者 ： 令和２年４月１日から１２月３１日までの間に、事業主の指示を受けて休業（休業手当の支払いなし）

した中小j企業の労働者

◆支給金額の算定方法 ： （次の計算式による金額）

（休業前の１日当たりの平均賃金×８０％）× （各月の日数－就労した又は労働者の事業で休んだ日数）

①１日当たりの支給額（11000円が上限） ②休業実績

◆手続き内容 ：

（１） 申請方法 ： 郵送、オンライン （労働者本人の他、事業主を通じて（まとめて）申請することも可能）

（２） 必要書類 ： ①申請書 ②支給要件確認書 ③本人確認書類 ④口座確認書類

⑤休業開始前の賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの

◆申請期間 ：

休業した期間 締切日（郵送の場合は必着）

R2年４月～９月 R２年１２月３１日

R2年１０月～１２月 R3年 ３月３１日

◆実施体制 ： 都道府県労働局において集中処理

◆お問い合わせ先 ： 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター

電話番号： ０１２０－２２１－２７６

受付時間：月～金８：３０～２０：００ / 土日祝８：３０～１７：１５

ホームページ； https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html#sankou
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発行 ２０２０．１１。１８

『 生産性革命推進事業の公募スケジュール等の変更』
----中小企業庁 ----

生産革命推進事業の中の次の３つの補助金について、特別枠の設置等を設けてきましたが、ものづくり補助
金の４次締切日（11/26）の12/18への延長、特別枠は４次締切で終了等変更します。
①ものづくり・商業・サービス補助金

新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
【通常枠】補助上限：1,000万円補助率：中小1/2、小規模2/3

【特別枠】補助上限：1,000万円補助率：A類型2/3、B・C類型3/4（※）
【事業再開枠（特別枠の上乗せ）】補助上限：50万円定額（10/10）（※）

②持続化補助金
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援

【通常枠】補助上限：50万円補助率：2/3

【特別枠】補助上限：100万円補助率：A類型2/3、B・C類型3/4（※）
【事業再開枠（通常枠・特別枠の上乗せ）】補助上限：50万円定額（10/10）（※）
【追加対策枠（通常枠・特別枠・事業再開枠の上乗せ）】補助上限：50万円

③IT導入補助金
ITツール導入による業務効率化等を支援

【通常枠】補助上限：30～450万円補助率：1/2

【特別枠】補助上限：30～450万円A類型：2/3、B・C類型3/4（※）
特別枠に限り、ソフトウェアを利用するために必要になるハードウェア（PC、タブレット端末など）
についても、ソフトウェアと併せて導入する場合にそのレンタル費用も補助対象とする

※公募スケジュール
①ものづくり補助金 通常枠・特別枠共通 申請締切 １２月１８日１７時に延長(４次締切）
②持続化補助金 通常枠 ： 公募中 〃 ２月 ５日 当日消印有効

特別枠 ： 公募中 〃 １２月１０日 必着
③ＩＴ補助金 通常枠・特別枠共通 〃 １２月１８日１７時（最終回）

2020年１１月号

（３／８）
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発行 ２０２０．１１．１８

2020年１１月号

（４／８）

『 Go To 商店街事業』
----経済産業省 ----

本事業は、３密対策等の感染拡大防止対策を徹底しながら、商店街等がイベント等を実施することにより、周辺
地域で暮らす消費者や生産者等が「地元」や「商店街」の良さを再認識するきっかけとなる取組を支援するものです。
各地域で、消費者や生産者との接点を持つ「商店街」が、率先して「地元」の良さの発信や、地域社会の価値を見
直す契機となる取組を行い、地域に活気を取り戻していくことを通じて商店街の活性化につなげることがねらいです。
そのような取組を全国津々浦々で展開すべく、Go To商店街事務局からイベント等を実施する商店街等の募集を

行っています。 商店街等よりご応募いただいた提案について、審査を経て、実施する商店街等を決定します。

次の通り、Ｇo Ｔｏ商店街事務局からイベント等を実施する商店街等の募集を実施中です。

◆事業実施個所
申請者の所在エリア及び隣接するエリア

◆対象経費
イベント等を実施するために必要な経費
※イベント等実施のみに使用されることが特定・確認できるものに限る
※出演費等の一部の経費については、経費毎の限度額、限度割合等の要件を設定
３００万円（税込330万円）×申請者数＋５００万円（税込550万円）
（２者以上で連携し事業を実施する場合に限る）

※ただし、１申請あたりの上限額は１,４００万円（税込1,540万円）
◆公募期間】

・通常募集 令和２年10月30日（金）～ （予算がなくなり次第、終了）
※：令和２年12月１日（火）～令和３年２月14日（日）に開始する事業

◆お問い合わせ先 ： ＧｏＴｏ商店街事務局 電話：０１２０-３０４-０６０ （１２月以降の土日祝日は除く）

ＨＰ； https://gotoentry.meti.go.jp/
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（５／８）

2020年１１月号
セミナー･イベント

本号では市原商工会議所の補助金相談会等セミナー・イベント等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。

『 小規模事業持続化補助金・個別相談会』
----- 主催；市原商工会議所・市原市産業支援センター -----

～申請ポイントがよくわかります！ ぜひご出席ください！ ～

小規模事業者の販路開拓を中心とした非常に使い勝手の良い「小規模事業者持続化補助金」の申請書作成

ポイントを弊所専門家（中小企業診断士）が分かり易く解説します。

この機会に是非ご出席ください！！

◆日 時 ： ２０２０年１２月４日（金） １０：００～１６：00

◆会 場 ： 市原商工会議所 五井会館１階相談室 （市原市五井中央西2-3-13）

◆参加対象 ： 小規模事業者

◆相談時間 ： １時間程度/１事業者

◆費 用 ： 無 料

◆必要書類 ： 小規模事業者持続化補助金申請書(下書き)

又は、テンプレート（現状整理表及び申請ストーリー）

◆申込方法 ： 予約制。 添付の相談申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸ又はメールでお申し込み下さい。

◆お問い合せ・申し込み先 ： 市原商工会議所・市原市産業支援センター

〒290-0081 市原市五井中央西2-3-13 TEL０436-98-2611 ＦＡＸ 0436-98-2621

Eメール： 1sapo@i-cci.or.jp

発行 ２０２０．１１．１８
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（６／８）

2020年１１月号

発行 ２０２０．１１．１８

ものづくり補助事業展示商談会

『 中小企業新ものづくり・新サービス展』
----- 主催；全国中小企業団体中央会 後援；経産省、中小企業庁、中小機構他 -----

～変わる世界は、追うより創る！～

「ものづくり補助事業」の活用で開発した新製品・サービス・技術等、全国の中小企業が挑戦を繰り返し、工
夫を凝らした様々な分野の成果が一堂に会する展示商談会です。

試作を繰り返してやっとたどり着いた製品加工、全く新しい発想で取り組み実現した素材開発、中小企業だか
らこそ実現できた細やかなサービス等、中小企業の果敢な挑戦の成果が集積されています。
中小企業の底力で生み出される成果を活用したい方々にはぜひご参加いただきたい、入場無料のイベントです。

◆日 時 ： ２０２０年１２月７日（月）～１２月９日（水）

◆場 所 ： 東京ビッグサイト 青海展示会場Ａホール （東京都江東区青海1-2-33）

◆入 場 料 ： 無 料

◆イベント内容： （詳細はＨＰご参照）

□ものづくり補助事業の活用で開発した新製品・サービス・技術

□セミナー・特別企画

・小惑星探査機「はやぶさ２」の模型等々

◆お問い合せ先 ： 運営事務局 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2
ＴＥＬ ０３－３５０２－６８７１ Ｅメール； jimukyoku@shin-monodukuri-shin-service.jp

ＨＰ; https://www.shin-monodukuri-shin-
service.jp/lp/?gclid=EAIaIQobChMI5NCPsbiQ7QIVz72WCh2zAgpLEAAYASAAEgKTL_D_BwE
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（７／８）

2020年１１月号

発行 ２０２０．１１．１８

令和２年度第２回ちば新事業創出ネットワークセミナー

『 地球温暖化と食料問題の解決に必要とされている技術のご紹介』
----- 主催；千葉県産業振興センター -----

昨今、地球温暖化に伴い、大型台風、大雨による災害が発生し、地域の電力、水、食料の不足・高騰が起き、
地域社会に大きな影響を与えています。
今回はこれらの問題解決のために、これから必ず必要とされる技術（水素化社会、排出ＣＯ２の活用、
スマート農業、エネルギーマネジメントシステム）をご紹介するとともに、地域の皆様の新ビジネス創出をテーマ
にセミナーを開催いたします。

◆日 時 ： ２０２０年１１月３０日（月） １３：００～１７：４０
◆会 場 ： 東葛テクノプラザ 多目的ホール （千葉県柏市柏の葉5-4-6）

◆内 容： 13：10～13：50 【施設見学】水素蓄電システム 革新的な植物工場 見学

14：00～17：40 【講演会】 第１部から第６部まであります。詳細はチラシ、ＨＰをご覧ください。

１部： 『水素化社会へのロードマップと水素蓄電システムの非常用電源設備応用』

２部： 『壱岐における水素貯蔵型電源システムの実用化試験』
３部： 『クロレラ培養による水中CO2 の固定と機能性食品への応用』
４部： 『ＩｏＴ技術を活用した農業の効率化および高効率エネルギーマネジメントシステムの開発』
５部： 『水素化社会実現のための核となる設備（水電解装置、燃料電池、水素貯蔵技術）』

６部： 『さとうきびの生育情報に基づく精密管理によるスマート農業体系の実証』
◆定 員 ： １００名 （申込先着順）
◆受 講 料 ： 無 料
◆お申込み方法 ：参加申し込みは添付の申込書に必要事項を記入しＦＡＸでお申込み下さい。
◆お問い合せ・お申込み先 ： 千葉県産業振興センター 新事業支援部 産学連携推進室（担当: 長島・森）
〒273-0864 船橋市北本町1-17-25 ベンチャープラザ船橋１Ｆ TEL:047-426-9200 FAX:047-426-9044

ＨＰ； https://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?frmId=2785
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（８／８）

2020年１１月号

発行 ２０２０．１１．１８

『千葉県産業支援技術研究所 オープンリサーチ２０２０』
----- 主催；千葉県産業支援技術研究所 -----

千葉県産業支援技術研究所は、研究、技術相談、試験機器の貸し出し、依頼試験等を通じて、ものづくり企業

を中心とした皆さまの技術支援に取り組んでいる公設試験研究機関です。
当研究所や首都圏の公設試験研究機関が実施する研究を広く知っていただくため、研究の成果をご紹介します。
皆様のご参加をお待ちしております。

◆日 時 ： ２０２０年１１月２７日（金） １３：００～１６：４５
◆会 場 ： 千葉県産業支援技術研究所 天台庁舎１階会議室 （千葉市稲毛区天台6-13-1）

◆内 容： 第１セッション ： 『超音波分散機を使用した殺菌処理についての研究』
千葉県産業支援技術研究所 材料技術室 研究員 山本貴之

『生乳のHTST 及びUHT 殺菌による遊離アミノ酸，クエン酸及びリン酸の変化』
千葉県産業支援技術研究所 食品・化学技術室 主任上席研究員 大垣佳寛 他

第２セッション： 『災害危険度を考慮した避難経路の導出』
(地独)東京都立産業技術研究センター 開発本部 情報技術グループ 副主任研究員 吉次なぎ

『ボールエンドミル加工時の加工面品位に及ぼす工具傾斜の影響』
(地独)神奈川県立産業技術総合研究所 情報・生産技術部 主任研究員 横田知宏 他

第３セッション： （省略します）
◆定 員 ： 各テーマ２０名
◆受 講 料 ： 無 料
◆お申込み方法 ：参加申し込みは添付の申込書に必要事項を記入しＦＡＸでお申込み下さい。
◆お問い合せ・お申込み先 ： 千葉県産業支援技術研究所 ポロジェクト推進室 ＴＥＬ：０４３-２３１-４３２６

FAX：043-233-4861 E-mail：citri-pro@mz.pref.chiba.lg.jp
ＨＰ； https://www.pref.chiba.lg.jp/sanken/koushuukai/openresearch2020.html 
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