
新型コロナ第四波が襲来し緊急事態宣言が延長され、ワクチン接種が開始されています。こんな中、アフターコロ
ナを見据えた中小企業の大胆な業種転換や新事業展開等に対して超大型の「事業再構築補助金」の2次公募が5/20
に開始されました。 メルマガ5月号は助成制度７件、セミナー1件をご紹介します。

補助金･セミナー等情報のご案内 2021年５月号

（１/９）

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・出前研修の公募開始』
------- 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--------

～今年度もやります！企業の人材育成ニーズに合った「出前研修」を是非ご活用ください！！～

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）～６月３０日（水）まで ◆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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発行 ２０２１．５．２１

2021年５月号

（２／９）

『事業再構築補助金・２次公募開始』
----経済産業省 ----

新型コロナ感染症で大きな打撃を受けた中小企業・中堅企業のアフターコロナを見据えた、新分野展開や業態
転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等思い切った変革を目指す企
業・団体等の新たな挑戦を強力に支援する超大型の補助金です！ 予算規模：１兆１４８５億円 2次公募開始！

１．対象要件

（１）2020年10月以降の連続する６ヶ月間のうち、任意の３ヶ月の合計売上高が、コロナ以前（2019年又は
2020年１月～3月）の同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。

（２）経産省が示す「事業再構築指針」に沿った３～５年に事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と
共同で策定すること。

（３）補助事業終了後３～５年で、付加価値額の年率平均3.0% (一部5.0％)以上増加、又は従業員一人当たり
付加価値額の年率平均３．０％（一部5．0％)以上増加の達成。

２．補助金額・補助率
補助金額 補助率

中小企業（通常枠） １00万円以上 6,000万円以下 ２/３
中小企業（卒業枠） 6,000万円超～ １億円以下 ２/３
中堅企業（通常枠） １00万円以上 8,000万円以下 １/２（4,000万円超は１/３）

中堅企業（グローバルV字回復枠） 8,000万円超～ １億円以下 １/２
３．緊急事態宣言枠

要件：上記（１）～（３）の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自
粛等により影響を受けたことにより、令和３年１～３月のいずれかの月の売上高が対前年または
前々年の同月比で30%以上減少している事業者。要件に合致すれば地域や業種は問いません！

従業員数 補助金額 補助率
従業員数５人以下 100万円～500万円 中小企業 ３/４ 中堅企業 ２/３
従業員数６～20人 100万円～1,000万円 〃 〃
従業員数21人以上 100万円～1,500万円 〃 〃

特定非営利活動法人
ＮＰＯテクノサポート



発行 ２０２１．５．２１

2021年５月号

（３／９）

『事業再構築補助金・ ２次公募開始』（続き）
----経済産業省 ----

４．補助対象経費

建物費、建物改修費、賃貸物件等の原状回復費用、設備費、システム購入費、外注費（加工、設計等）、
研修費（教育訓練費等）、技術導入費（知的財産権導入に係る経費）、広告宣伝費・販売促進費（広告作成
、媒体掲載、展示会出展等）等。 ※建物費、改修費、原状復帰費用が計上できます！！
※補助対象外経費の例
・補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
・不動産、株式、公道を走る車両、汎用品（パソコン、スマートフォン、家具等）の購入費
・販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

５．公募期間 (2次公募）
公募開始 ： 令和３年５月２０日(木）１８：００
申請受付 ： 令和３年５月２６日(水）予定 ※申請はWEB申請のみ！
応募締切 ： 令和３年７月２日(金）１８：００

６．申請方法
JGrnts（電子申請システム）での申請受付です。
予めGビズIDプライムの発行に２～３週間かかりますので早めに申請してください！

７．お問い合わせ
事業再構築補助金事務局コールセンター

受付時間： ９：００～１８：００ (日・祝日を除く）
電話番号： ＜ナビダイヤル＞０５７０-０１２０-０８８

＜IP電話用＞ ０３-４２１６-４０８０
事業再構築補助金のホームページ https://jigyou-saikouchiku.jp/

※本補助金の申請書作成等の相談は下記にお気軽にお問合せ下さい！
NPOテクノサポート 電話：080-2266-4699 担当：戸村（090-6002-9811）、松尾（080-5530-8920）

特定非営利活動法人
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発行 ２０２１．５．２１

2021年５月号

（４／９）

Ｒ３年度上期 『 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年度上期の募集が４月から開始されています。 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）
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
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2021年５月号

（５／９）

『小規模事業者持続化補助金・公募開始』
----日本商工会議所 ----

小規模事業者の販路開拓等のための取組みを支援する補助金です。「通常枠」と「低感染リスク型ビジネス枠」
の2つがあります。 詳細は、公募要領をご覧ください！ 間もなく５次締切です！

１．【通常枠】

◇基本情報 対象：小規模事業者等 補助上限：50万円、 補助率：２/３
上記に加えて、創業事業者の特例（上限100万円への引上げ）を追加して申請可能。

◇公募期間 ５次締切： 令和３年６月４日（金） 当日消印有効
６次締切： 令和３年１０月１日（金） 当日消印有効
７次締切： 令和４年２月４日（金） 当日消印有効

２．【低感染リスク型ビジネス枠】
小規模事業者等が、経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた「感染拡大防止のための対人
接触機会の減少」と「事業継続」を両立させる新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等について
支援する事業。
◇基本情報 対象：小規模事業者等 補助上限：100万円（*）、補助率：３/４

*補助金総額の１/４以内（最大25万円）を感染防止対策（詳細は35ページ参照）に充当可能（※）。
※緊急事態宣言の再発令に伴い下記の特別措置を講ずる。
要件：緊急事態宣言の再発令によって令和３年１～３月のいずれかの月の売上高が対前年又は対

前々年同月比で30%以上減少している場合
→感染防止対策費を補助金総額の１/２以内（最大50万円）に引き上げ。
→審査時における加点措置を講ずることにより優先採択

◇公募スケジュール ※jGrantsによる電子申請のみの受付 2021年３月31日より公募開始
第１回：2021年５月12日（水） 第２回：2021年７月７日（水） 第３回：2021年９月８日（水）
第４回：2021年11月10日（水） 第５回：2022年１月12日（水） 第６回：2022年３月９日（水）

◆お問い合わせ先： 市原市産業支援センター・市原商工会議所 ＴＥＬ ０４３６-２２-４３０５

ＦＡＸ ０４３６-２２-４３５６ Ｅメール 1sapo@i-cci.or.jp
発行 ２０２１．５．２１
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2021年５月号

（６／９）

発行 ２０２１．５．２１

『 ちばぎん研究開発助成制度２０２１のお知らせ』
------㈱千葉銀行 ------

～ 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します ～

◆制度概要 ： 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します。

◆助成条件 ： 助成上限： １００万円
助成率： 研究費の４／５まで
助成対象期間： ２年以内

◆応募資格 ： 次の（１）、（２）、（３）全てを満たす事業者
（1）千葉銀行営業エリア内（千葉県、茨城県全域及び東京都、埼玉県、神奈川県の一部）に主たる

事業所をおく中小企業または個人事業主
（2）自社の技術・開発ニーズと、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

成果等とをマッチングし、早期の事業化を目指している
（3）自社と大学または高専にて共同研究契約を結んでいる、もしくは契約締結をする予定である

※詳細は募集要項をご確認ください。

◆募集期間 ： ２０２１年４月１日(木）～５月３１日(月）

◆お申込み方法 ： 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。申込書は、下記ホームページまたは下記担当までご請求ください。

◆お問合せ先 ： 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
〒260-8720 千葉市中央区千葉港1-2 ＴＥＬ ０４３－３０１－８２９５ Eメール；neo@chibabank.co.jp

ホームページ ： https://www.chibabank.co.jp/hojin/support/university/research/

特定非営利活動法人
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2021年５月号

（７／９）

『国のものづくり補助金への上乗せ補助
（新しい生活様式に向けた設備投資補助金）』

----千葉県、千葉県産業振興支援センター ----

千葉県の中小企業者等が行う新しい生活様式に対応した非対面型ビジネスへの転換等の前向きな設備投資を

後押しするため、国の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」（以下、ものづくり補助金）に対する

『上乗せ補助』を行います。

◆申請受付期間 ： 令和２年１１月５日（木）～令和３年９月１５日（水） （郵送の場合、期間内必着）

◆補助対象者、条件 （以下の１～３すべてを満たしていること）

１．日本国内に本社を有する「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定する中小企業者、組合等の団体、ＮＰＯ

法人であること。なお、みなし大企業は除きます。

２．千葉県内に補助事業の実施拠点を有すること。（ものづくり補助金の採択地が千葉県であること）

３．令和２年度において、ものづくり補助金に「特別枠」で申請し、採択された中小企業者等。

特別枠で申請し、通常枠として採択された場合も対象となります。

具体的には、令和２年５月申請締切の「２次」、８月申請締切の「３次」、１２月申請締切の「４次」、における

『特別枠』と、令和３年２月申請締切の「５次」における『低感染リスク型ビジネス枠』が対象です！

◆補助額 ： 上限：５００万円、 下限：１０万円

※ものづくり補助金の補助対象経費に補助率を乗じた額が、国の補助上限額（1,000万円）を超える場合のみ。。

◆補助金交付決定額の算出

ものづくり補助金の「補助対象経費」【ア】×「補助率」【イ】－「交付決定額」 【ウ】＝（県の）補助金交付決定額

◆申請方法 ： 交付申請書一式（各1部）に、ものづくり補助金の補助事業計画書及び交付決定通知書のコピー

を添えて、以下窓口まで郵送あるいは持参ください。

◆お問い合わせ先 ： 公益財団法人千葉県産業振興センター産学連携推進室

〒273－0864 千葉県船橋市北本町1－17－25 ベンチャープラザ船橋1階 電話：047－426－9200

受付時間：9時～17時 HP： https://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=2784
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『千葉県感染拡大防止対策協力金（第６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６弾：Ｒ３年４月１日～４月２１日まで全期間協力）」について、一律８４万円を支給することとしました。

１．支給対象となる飲食店
令和３年４月１日（木）から４月２１日まで、下記の千葉県からの要請を遵守した飲食店
〇「２１時～５時」は営業しない
〇酒類を提供する場合は「１１時～２０時まで」
〇業種別ガイドライン等に基づく感染防止策をって呈すること

２．支給額 一律８４万円（１店舗につき）

※ 1日当たり４万円×２１日（4/1～4/21の２１日間）で計算。４/21より前に千葉県から時短要請が解除され

た場合等、支給額が変動する可能性がある事を承知願います。
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４月２３日～６月１８日まで
□ｵﾝﾗｲﾝ申請は、６月１８日２３：５９までに完了してください！
□郵送は、６月１８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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（９／９）
）2021年５月号

セミナー･イベント

本号ではセミナー・イベント１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。

『お金の流れがよく見える
「簡易資金繰り表作成セミナー」』

----- 主催；千葉県産業振興センター 千葉県よろず支援拠点 -----

資金繰り表を活用していますか？

創業をお考えの方、会社の資金繰りが安定しないとお悩みの方、自社の経営状況をしっかり把握するためには
資金繰り表を活用することが大切です。

本セミナーでは、参加者がその場で簡単な資金繰り表を作成し活用方法を学ぶことができます。参加者の質問
に講師が答えながら進めていきますので、資金繰り表を作れるようになりたい方はぜひご参加ください。

この機会に是非ご出席ください！！

◆日 時 ： ２０２１年５月２７日（木） １４：００～１６：００ (受付１３：４５～） まだ間に合います！
◆開催場所 ： 千葉県産業振興センター 千葉県よろず支援拠点

（千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト２３F）
◆費 用 ： 無 料
◆対象者 ： 中小企業、小規模事業者
◆募集人員 ： ４名 (先着順締切）
◆当日の持ち物 ： パソコン(EXCELがインストールされていること)、電卓、筆記用具

◆講 師 ： 丸山 英人氏（中小企業診断士）
【経歴】事務機器メーカー、ソフトウェアベンダーで法人営業に従事、クラウドアプリベンダーで営業支援

ツールの導入ディレクターを経験した後に独立。営業戦略立案、製造現場の業務改善、経営
改善計画策定及び事業再生、組織構築等を中心に中小企業支援に取り組んでいる。

◆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。

（公財）千葉県産業振興センター 千葉県よろず支援拠点 ＴＥＬ：043-299-2921
HP； https://yorozu.ccjc-net.or.jp/event/20210527pm/ 
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