
新型コロナ変異型感染「第5波」が全国的に猛威を振るっており、首都圏1都４県にも緊急事態宣言が再び発出さ
れましたが、終息は全く見えない状況で、企業様も対応に大きなエネルギーを割いておられると思います。
メルマガ８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８月号

（１／８）

助成制度等

『 地域主導型新エネルギー活用プロジェクト支援事業補助金』
------- 千葉県--------

この事業は、千葉県が行うもので、地域の特性に応じた新エネルギー（太陽光発電・熱利用、風力発電、中小水

力発電、バイオマス発電・熱利用）の効果的な活用による地域振興を図るために、市町村と連携した企業・商工団

体等が実施する事業の経費について、補助金（Ｒ３予算２００万円）を交付するものです。 是非ご活用ください！！

◆対象新エネルギー ： 太陽光発電・熱利用、風力発電、中小水力発電、バイオマス発電・熱利用

◆対象事業者 ： 千葉県内の市町村と連携した企業(大企業も可）・商工団体など

◆対象事業 ： 市町村との連携団体等が行う新エネルギーの活用による地域振興策の検討など (添付資料参照）

※事例；専門家・まちづくりプランナーの招聘、優良事例の調査及び先進地域への視察、地域での

新エネルギー導入可能性調査、新エネルギーを活用した地域活性化計画の策定など

◆補助対象経費 ： 賃金、報酬費、旅費、消耗品費、調査委託費、通信運搬費、使用料及び賃借料、その他経費

◆補助事業期間 ： 平成３年度内

◆補助金・補助率 ： 補助率 ； １／２ 補助金上限 ： ２００万円

◆申請期間 ： R３年８月１０日(火）～R３年１０月２９日(金）まで

※申請額が予算額に達した場合はその時点で申請受付を終了

◆申請書提出先 ： 〒２６０-８６６７ 千葉市中央区市場町１-１

お問い合わせ先 千葉県商工労働部産業振興課 産業･新エネルギー企画室

TEL 043-223-2719・2613・2715     FAX   043-222-4555 

ホームページ： https://www.pref.chiba.lg.jp/sanshin/new-enrgy/sien-boshuu.html
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2021年８月号

（２／８）

『事業再構築補助金・３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・業種転換等の取組み、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 ３次公募開始！
尚、３次公募の後、２回の公募が予定されています！ この機会を有効に活用しましょう！！

０．枠の増加 ： 従来の４つの枠に、「大規模賃金引上枠」、「最低賃金枠」が新たに加わりました！
１．対象要件 （中小企業・通常枠を下記に示す。３次公募は【売上高対象要件】が変わりました！）

（１）2020年４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、
且つ、2020年10月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3か月間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ヶ月の合計売上高と比較して５％以上減少していること。
※「売上高」に代えて「付加価値額」を用いることも可能です。

（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。補助金額が3000万円を超える案件は金融機関の確認書も必要です。

（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％)以上増加する見込みの事業計画を策定すること。

２．補助金額・補助率 従業員数 補助金額 補助率
中小企業・中堅企業（通常枠） 【20人以下】 １00万円～4,000万円 中小企業等 ２／３

【21人～50人】 １00万円～6,000万円 （6000万円を超える部分は1/2）

【51人以上】 １00万円～8,000万円 中堅企業 １／２
（4000万円を超える部分は1/3）

中小・中堅企業 [大規模賃金引上枠] 【101人以上】 8,000万円～1億円 ※補助率は上記通常枠と同じ

中小企業等 [卒業枠] 6,000万円超～ １億円 ２/３

中堅企業等 [グローバルV字回復枠] 8,000万円超～ １億円 １／２ 等々
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2021年８月号

（３／８）

『事業再構築補助金・ ３次公募開始』（続き）
----経済産業省 ----

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１～８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。売上高に代えて付加価値額でも可。

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 〃 〃

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 など

５．公募期間 (３次公募）
公募開始 ： 令和３年７月３０日（金）
申請受付 ： 令和３年８月下旬予定 ※申請はWEB申請のみ！
応募締切 ： 令和３年９月２１日(火）１８：００

６．申請方法
JGrnts（電子申請システム）での申請受付のみ。GビズIDプライムの発行に２～３週間要しますので早めに申請を！

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！
市原市産業支援センタ（市原商工会議所内） 担当：戸村、中村、長田、西 ０４３６-２２-４３０５(代表）

特定非営利活動法人
ＮＰＯテクノサポート

https://jigyou-saikouchiku.jp/


発行 ２０２１．８．１３

2021年８月号

（４／８）

『市原市中小企業等一時支援金 』
----市原市役所経済部 ----

令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時間短縮や、不要不急の外出・移動の自粛による影響を受け、
売上高が減少した中小企業、小規模事業者、個人事業主等のうち、国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」
及び千葉県による「営業時間短縮要請に伴う協力金」の対象とならない事業者の皆さんを対象に市原市独自の支援金を
給付します。

１．対象者要件
（１）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）令和３年１月の緊急事態宣言による影響を受けていたもの （次の①又は②のいずれかに該当するもの）

①時短営業要請による協力金の支払い対象の飲食店と直接・間接の取引があること。
②不要不急の外出・移動の自粛の直接的な影響を受けたこと。

（３）要件（２）の影響により売上が減少した事業者で、次の①と②の両方の要件にも該当すること。
①2021年1月～3月までの間、前年2020年又は2019年同月比で、売上が２０％以上減少した月があり、
且つ５０％以上減少した月がないこと。
②2021年1月～3月までの売上高の合計額が、前年又は前々年の1月～3月までの売上高の合計額と比較して、
１５％以上減少していること。

（４）次の要件を満たしていない事業者 ： 国の一時支援金の給付対象､千葉県の営業時間短縮要請を受けた飲食店
又は遊興施設、被雇用又は社会保険(健康保険）の被扶養者 等々

２．支給額 給付額は１５万円 （申請は１事業者につき１回限り）
３．申請受付期間

Ｒ３年７月１日(木）～Ｒ３年１０月２９日（金）まで
４．申請方法

原則、郵送での申請受付。 Ｒ３年１０月２９日の消印有効！
送付先： 〒290-0081 市原市五井中央西１-２２-２５ 市原商工会議所 中小企業等一時支援金事務局
申請書類は、市原市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ又は、市原市役所第１・第２庁舎総合案内窓口、市原商工会議所等

６．お問い合わせ
市原市役所 経済部商工業振興課 中小企業等一時支援金担当 TEL 0436-23-9870
市原商工会議所 中小企業等一時支援金事務局 TEL 0436-22-7150
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2021年８月号

（５／８）

『市原市新型コロナウイルス感染症防止対策支援事業補助金 』
----市原市役所経済部 ----

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を見据え、国が示した「新しい生活様式」に対応するため、飛沫防止
の間仕切りを設置するなどの感染防止対策に取り組む中小企業、小規模事業者、個人事業主を支援するため、感
染防止のための設備投資等に要した費用に補助金を交付します。

１．対象者要件
（１）市原市内に本社または主たる事業所を有している法人又は個人事業主
（２）新型コロナウイルス感染症の影響により、R３年１月以降の任意のひと月の売上高が前年又は前々年の同月と

比較して、２０％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橋梁区要請の対象となっている者においては、

当該要請に応じていること。
（４）市税を滞納していないこと。
（５）次の1～７のいずれにも該当しないこと。

例えば、１．令和2年度に実施した「市原市新型コロナウイルス感染症防止対策支援事業補助金」の交付決定者等
２．補助金額・補助率 補助金上限 ３０万円

（但し、２つ以上の事業所が感染対策を実施する場合は上限額５０万円。1事業所の上限額は３０万円とする）
補助率 補助対象経費（消費税除く）の ４／５

３．補助対象経費
飛沫防止パーテーションの設置、間仕切りの設置、換気設備の設置、自動アルコール消毒噴霧器の設置等々

３．申請受付期間
Ｒ３年７月１日(木）～Ｒ３年１０月２９日（金）まで

４．申請方法
原則、郵送での申請受付。 Ｒ３年１０月２９日の消印有効！
送付先： 〒290-8501 市原市国分寺台中央１-１-１ 市原市役所 経済部 新型コロナ感染防止対策補助金事務局
申請書類は、市原市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ又は、市原市役所商工業振興課、市原商工会議所、各支所で配布

６．お問い合わせ
市原市役所 経済部 商工業振興課 新型コロナ感染防止対策補助金事務局 TEL 0436-23-9870（直通）
※受付時間 8:30～17：00まで（土・日・祝日除く）

特定非営利活動法人
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2021年８月号

（６／８）

『 「市原で大切にしたい会社」表彰企業の募集』
----市原商工会議所 ----

貴社の「思いやりの経営」を教えてください！ 締切は8月末です！ 応募しましょう！！
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特定非営利活動法人
ＮＰＯテクノサポート



（７／８）
）2021年８月号

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。

Chiba Pref Lab IoT Acceleration

『 IoT実習講座』
----- 主催；千葉県IoT推進ラボ （高度ポリテクセンター、ポリテクセンター千葉、

千葉県情報サービス産業協会、千葉県産業振興センター、千葉県） -----

～ 各種センサーで自作できる 簡単IoT実習講座！ ～
中小製造業の生産性向上や事業の高付加価値化を図るため、工業団地等においてスマートセンサーや

スマートフォンを活用してIoTの導入を容易に体験できる実習を開催し、活用事例の検討や相談の場を設ける取組
みを行っております。 実施方式は、オンラインWEB（Zoom）です。 皆様の参加をお待ちしております！

◆日 時 ： 第１回２０２１年９月２１日（火） １０：００～１６：００
テーマ 『設備の稼働を知ろう』 午前；座学 午後；電流センサー等を用いた遠隔監視の実習
第２回２０２１年１０月１９日（火） １０：００～１６：００
テーマ 『人やモノの動きを知ろう』 午前；座学 午後；距離センサー等を用いた測定の実習
第３回２０２１年１１月１７日（水） １０：００～１６：００
テーマ 『環境を測定しよう』 午前；座学 午後；温湿度･CO2ｾﾝｻｰ等を用いた環境測定の実習

◆場 所 ： オンライン開催 （Zoom）
◆参 加 料 ： 無 料 （機材等含む。機材は実習キット １社１セットとさせていただきます）
◆対 象 者 ： 千葉県内の中小企業
◆定 員 ： 各回 ２０名 (先着順）

◆注意事項 ： USB接続、フリーソフトをインストール可能なPCをご準備ください。
◆お申込み・お問い合わせ ： 下記のWEBサイトからお申込みください。

千葉県商工労働部 成長産業振興班 ＴＥＬ：043-223-2778 Eメール； sangyo-d@mz.pref.chiba.lg.jp
HP； https://www..chisa.gr.jp
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（８／８）
）2021年８月号

2021地域プラットフォーム構築事業

『 中小企業向け・オンライン・省エネセミナー』
-----主催；千葉県環境生活部循環型社会推進課 共催；（特非）ＮＰＯテクノサポート（省エネお助け隊） -----

千葉県では、特定非営利活動法人NPOテクノサポートと共催で、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! !

◆実施方式 ： オンライン開催 （Zoom）

◆日 時 ： ２０２１年９月７日 （火） 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（043-221-3970）又は、メールで

お申込みください。

千葉県環境生活部循環型社会推進課 温暖化対策推進班

ＴＥＬ：043-223-4645 FAX 043-221-3970 Eメール co2co2@mz.pref.chiba.lg.jp

HP；https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/event/2021/documents/leaflet.pdf
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