
 国内はコロナ感染症「第5波」が収束傾向ですが、感染力の強い「オミクロン株」が出現し、強い対応策がとられ
経済の停滞が懸念されています。そんな中、コロナ後を見据えた事業再構築補助金、ものづくり補助金など様々な支
援施策が打ち出され、活用されています。メルマガ11月号は助成制度４件,セミナー・イベント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１１月号 

（１／９） 

助成制度等 

『 事業再構築補助金・４次公募中』   
 ------- 中小企業庁-------- 

  
◆３次公募は９/２１に締め切られ、11/30採択発表がありました。 ４次公募は、１０/２８公募開始、１２/２１に締切られます。 

尚、あと１回の公募（５次公募；２２年１月公募開始、３月中締切）が予定されています。 

 超大型の事業再構築補助金の３次公募採択状況は、全国で応募総数２０，３０７件（内有効申請件数１８，５１９件）で採択

は９，０２１件、採択率４4．4％です。 特に、最低賃金枠８７．６%、緊急事態宣言特別枠７３．８％、大規模賃金引上枠 

 ６６．７%と高い採択率でした。 まだまだ間に合います！ 是非本補助金を活用しましょう！！ 

    ３次公募                            全  国                              千葉県 

    採択結果        総申請件数     （有効申請件数）     採択数       採択率（％）       全枠採択数 

   ・通常枠          １５，４２３      （１４,１０３）     ５，７１３        ３７．０ （３９．６）      １８６ 

   ・大規模賃金引上枠         ２０        １８          １２      ６６．７ 

   ・卒業枠              ４４         ３７          ２０      ５４．１  

       ・最低賃金枠           ４６９        ４２８         ３７５        ８７．６  

   ・緊急事態宣言枠        ４，３５１      （３ ，９３３）        ２，９０１        ７３．８ （７４．０）      

       総 計           ２０，３０７      （１８，３３３）           ９，０２１          ４４．４ （４９．２）      

◆４次公募の内容 

１．対象要件 

  （１）コロナ中の売上高がコロナ以前の売上高と比較して１０％以上減少していること  *いずれも詳細は公募要領参照 

  （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tの事業計画の策定をすること。  

発行 ２０２１．１１．３０ 
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2021年１１月号 

（２／９） 

 『事業再構築補助金・４次公募中』（続き） 
---- 中小企業庁 ----   

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 
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！！ 
５．申請方法  JGrnts（電子申請システム）での申請受付のみ。 
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 担当：戸村（090-6002-9811）、松尾（080-5530-8920）   
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2021年１１月号 

（３／９） 

 『ものづくり・商業・サービス補助金・ ９次公募 』 
---- 経済産業省 ----   

 R1・R２補正予算 ものづくり補助金の９次公募が開始されました。ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(もの
づくり補助金）は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改革や被用者保険の適用
拡大、賃上げ、インボイス導入等）等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生
産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、社会経済の
変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対し

て、「通常枠」とは別に、補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした「新特別枠」として「低感染リスク型ビジネス枠」を新た
に設け、優先的に支援します。  事業再構築補助金が出たため、比較的採択率が向上しているようです。 是非ご活用下さい！ 
 【補助金の内容】 
   ・補助金上限   [一般型]   １，０００万円      [グローバル展開型]   ３，０００万円          

      ・補助率     [通常枠]   １／２、   小規模企業者・小規模事業者 ２／３  
             [低感染リスク型ビジネス枠]   ２／３  
   ・補助要件 ：  以下を満たす３～５年の事業計画の策定及び実行  
            ・付加価値額 ＋３％以上／年  
            ・給与支給総額＋１．５％以上／年  
            ・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金＋３０円  
 【公募期間】  
   ・公募開始：令和３年１１月１１日（木） １７時～  
   ・申請受付：令和３年１２月  １日（水） １７時～  
   ・応募締切：令和４ 年 ２月  ８日（火） １７時（９次締切）  
 【申請方法】  
    申請は、電子申請システムでのみ受け付けます。申請にはＧビズＩＤプライムアカウントの取得が必要です。 

 
７．お問い合わせ ： ものづくり補助金事務局コールセンター 受付時間： １０：００～１７：００ (土日・祝日を除く） 
      電話番号： ０５０-８８８０-４０５３  メールアドレス  monohojo@pasona.co.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 担当：戸村（090-6002-9811）、松尾（080-5530-8920）    

特定非営利活動法人 
ＮＰＯテクノサポート 

mailto:monohojo@pasona.co.jp


発行 ２０２１．１１．３０ 

2021年１１月号 

（４／９） 

 『小規模事業者・持続化補助金 【低感染リスク型】 』 
---- 日本商工会議所 ----   

最大１００万円！ 補助金でポストコロナへのあなたのチャレンジを支援します！１  
 
 コロナ対策として顧客や従業員との接触機会を今より減らすため、新たなビジネスやサービス、生産プロセスの
導入を行う「小規模事業者」を支援する事業（補助金）です。 使い勝手の良い補助金です。 
  是非、ご活用ください！ 
 
１．対象者 
  （１） 商業・サービス業            常時使用する従業員の数     ５人以下 
  （２） 宿泊業・娯楽業、製造業その他   常時使用する従業員の数      ２０人以下 
 
２．補助金 
      補助金上限額 ： １００万円  
      補 助 率    ：   ３／４ 
３．申請期間  
  （第４回締切まで終了。現在第5回締切募集中。第6回締切まで実施予定です） 
      第４回 受付締切日 ； 2021年11月10日 終了     
      第5回 受付締切日 ： 2022年１月１２日  募集中        
      第6回 受付締切日 ； 2022年３月  ９日 募集予定 
４．申請方法 
     電子申請のみ受付。 GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。 
     右記の事務局ＨＰからご確認ください。  https://www.jizokuka-post-corona.jp/  
６．お問い合わせ  
   持続化補助金低感染リスク型コールセンター  ０３－６７３１－９３２５（受付時間 ９：３０～１７：３０(土日祝日を除く）           
     
※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 担当：戸村（090-6002-9811）、松尾（080-5530-8920）  
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2021年１１月号 

（５／９） 

 『小規模事業者・持続化補助金 【一般型】 』 
---- 日本商工会議所 ----   

最大５０万円！ 販路開拓や生産性向上に取り組む費用を支援します！！ 
 
 小規模事業者が変化する経営環境になかで持続的に事業を発展させていくため、経営計画を作成し、販路開拓
や生産性向上に取り組む費用等を支援します。 使い勝手の良い補助金です。  是非、ご活用ください！ 
 
１．対象者 
  （１） 商業・サービス業            常時使用する従業員の数     ５人以下 
  （２） 宿泊業・娯楽業、製造業その他   常時使用する従業員の数      ２０人以下 
 
２．補助金 
      補助金上限額 ： ５０万円 （単独申請） 、  ５００万円（複数の事業者が連携して取り組む共同事業）  
      補 助 率    ：   ３／４ 
３．申請期間  
  （全７回中６回まで終了。但し7回受付締切後も複数回の締め切りを設けそれまで申請のあった分を審査し 
    採択します） 
      第6回 受付締切日 ； 2021年10月1日 終了     
      第7回 受付締切日 ： 2023年2月4日  募集中 
４．申請方法 
     電子申請受付の場合は、GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。 
     右記の事務局ＨＰからご確認ください。  https://www.jizokuka-post-corona.jp/  
６．お問い合わせ  

   商工会地区：全国商工会連合会  TEL ０３-６６７０-２５４０ （受付時間 ９：００～１７：００(土日祝日を除く）                 
   商工会議所築：日本商工会議所  TEL ０３-６４４７-２３８９ （受付時間 ９：３０～１７：３０(土日祝日を除く） 

                  
 ※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 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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（６／８） 
） 2021年１１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。 

千葉県補助事業 オンライン開催 

『 事業継続力強化計画策定推進セミナー 
～BCP策定に向けての第一歩！～』 

 ----- 主催；千葉県産業振興センター  後援；経産省 関東経産局 ----- 

 本セミナーでは「ＢＣＰ」と比較して、分量が少なく、簡易で取り組みやすい「事業継続力強化計画」にフォーカスし、
当該計画の概要から策定メリット、策定時のポイント等をわかりやすく解説します。 
 「ＢＣＰ」を策定したいが何をすればいいかわからない、策定にはハードルが高いと感じている方は 
是非ご参加ください。 
 

◆日  時  ： ２０２１年１２月８日（水） １３：３０～１６：３０ （入室開始１３：２０）  
◆場  所   ：  オンライン開催 （Zoom） 

◆プログラム  ： 【講演１】  『事業継続力強化計画について』  
            計画策定の重要性や、国の事業継続力強化計画の認定の制度を含めた施策等の理解を深め 
            最新の災害事例・減災事例を示しながら、計画策定の必要性等を分かりやすく解説します。 
                 講師： 経産省 関東経産局 産業部 中小企業課  

            【講演２】  『事業継続力強化計画策定のポイント』 

            実際の事業継続力強化計画に係る認定申請書をもとに、策定方法ポイントを詳しく解説します。 
                     講師： 指田 朝久氏 （東京海上ディーアール㈱ 主幹研究員）  
◆参 加 料 ：  無  料      ◆対 象 者 ：  中小企業者   ◆定    員 ：  ５０名程度         

◆お申込み・お問い合わせ ： 下記のセンターＨＰからお申込みください。 
      千葉県産業振興センター 総合支援室 ＴＥＬ：043-299-2907 FAX ：043-299-3411               

   Eメール； kigyou@ccjc-net.or.jp    HP； https://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?frmId=3126          

発行 ２０２１．１１．３０ 
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（７／９） 
） 2021年１１月号 

令和３年度事業承継セミナー（千葉県補助事業）  オンライン開催 

『 ～会社のために今動く～成功する事業承継入門セミナー』 
 -----主催； 千葉県産業振興センター 共催；千葉県事業承継・引継ぎセンター、千葉県信用保証協会----- 

 事業承継を考えなければと思いながらも、忙しさのためつい後回しにしてしまいがちです。 
このコロナ禍で事業を継続・成長していくためにも、事業承継の早めの準備と、計画的な取組が大切です。 
本セミナーでは、成功する事業承継の考え方、守るべきポイントとノウハウを具体的かつ分かり易く解説します。 
 
◆日   時  ：  ２０２２年１月１７日 （月） １４：００～１６：００ （Zoom入室可能時間１３：３０～ ） 

◆会   場  ：  Zoomを利用したオンライン開催（チャットでの質問もできます） 

◆主な内容  ：  ● なぜ事業承継に早めに取り組むべきなのか 
            ● まずは何から手を付けるか？ 
            ● 頼りない後継者を一人前にする方法 
                                    ● 事業承継を円滑に進め、成功させるためのポイント 
                                    ● 承継後の役割の見つけ方 
                       講師： 大木 ヒロシ氏 （ジャイロ総合コンサルティング㈱ 顧問兼コンサルタト） 

◆費  用  ：  無  料 
◆募集人員 ： ３０名 （申し込み先着順） 

◆対象者   ：   千葉県内の事業者、中小企業支援機関担当者等 

◆お申込み・お問い合わせ ： 下記のセミナーHPから申し込む又は、添付の申込書に所定事項を記入し、 

          FAX（043-299-3411）でお申込みください。 

          （公財）千葉県産業振興センター 総合支援室（チャレンジ企業支援センター） 
            〒261-7123 千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト23階 
               TEL043-299-2907 FAX.043-299-3411  E-mail.shokei@ccjc-net.or.jp  
                 HP； https://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=3131  
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リアル、オンライン ハイブリッド開催 

～産業を変える。社会を変える。未来が変わる～ 

『 新価値創造展2021 』 
 -----主催；  新価値創造展事務局 ----- 

 新価値創造展は、全国の中小企業・ベンチャー企業の出展者と、全国から一堂に集結する幅広い業種の来場

者や、出展者同士による新しい出会いや情報などがつながり、新たな価値を生み出すビジネスマッチングイベン

トです。   「新価値創造展」における新価値とは、革新的な製品・技術ばかりではありません。身近なところにある

製品・技術・サービスにアイデアを加え、新たな価値として提供することが、企業の販路開拓で有用である例が

多くあります。新価値創造展における効果的な販路開拓として、皆様の有する製品・技術・サービスの強みを活

かし、組み合わせることで、社会や産業が有する課題の解決に寄与すること、課題解決により新たな市場を開拓

し発展することを目指します。 本年度はリアル開催、オンライン開催を合わせたハイブリッド開催となります！ 

  
◆日時・会場  ：  オンライン会場 ： ２０２１年１２月１日(水）～２４日(金） 

             リアル会場 ： ２０２１年１２月８日 （水）～１０日（金） １０：００～１７：００ 

                       東京ビックサイト 第５・６ホール 

◆見どころ  ：  リアル展示会では、製品・サービスを実際に見て、触れて、話が聞ける。 
        オンライン展示会では、場所や時間にとらわれず、出展製品等の検索やZoomによる商談で 
        具体的な出展者とのマッチングが可能です。 
        それぞれのメリットを活かし、より良質かつ、スピード感のあるビジネスマッチングをご利用ください。 

        ※詳細は、下記のHPをご覧ください 
◆お問い合わせ ： 新価値創造展事務局 （㈱日経イベント・プロ 内） 

               TEL03-6812-8677   
                 HP；  https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/shinkachi2021/  
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   【ザ･商談！し･ご･と発掘市】は、製造業者が一堂に会し、具体的な発注案件に基づいて実施する 

「完全事前予約制」の『受発注商談会』です。 

  仕事を受けたい・新規取引先を開拓したい受注希望企業の皆様と、外注先を探している等で発注案件をお持ち

の発注企業の皆様のお申込をお待ちしております。 尚、発注企業様の登録は終了しており、現在（１２月１日～１

月１３日まで）受注希望企業の申し込みを実施中です。 

 ※今年度は商談会のみの開催となり、展示会の併設予定はございません。皆様の参加をお待ちしております！  

  
◆【第２回目 ２０２２年春開催日 スケジュール】 
  開催日：２０２２年３月４日（金）１０時～１７時 
   ※発注企業募集 １０月２２日（金）～１１月 ２４日（水）終了。 
   ※受注希望企業エントリー〆切 １２月１日（水）～１月１３日（木）エントリー募集中！       
 《発注案件一例》 
  マシニング加工・精密プレス加工・電子回路設計・樹脂射出成形・旋盤加工、 
  板金製作設計・機械部品加工組立・表面処理・精密樹脂加工など 
◆《会場》 
   東京都立産業貿易センター浜松町館（東京都港区海岸１丁目７－１） 
◆お申し込み 
  受注企業は募集期間開始まで申込はできません。再度案内致します。 

 
◆お問い合わせ ： 柏商工会議所 業務部 業務課 和田 典、 
       〒277-0011  千葉県柏市東上町7-18  ℡：04-7162-3315 fax：04-7162-3322 
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