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助成制度等

感染力の強い「オミクロン株」の感染が報告され経済の停滞が懸念されています。今年もコロナ感染症に翻弄され
た1年でした。来年こそコロナに打ち勝つことを祈念しています。本年もメルマガご愛読ありがとうございました。
皆様よいお年をお迎えください。 メルマガ1２月号は助成制度２件、セミナー４件をご紹介します。

『 令和３年度補正・事業再構築補助金の予告』
------- 中小企業庁-------～ 令和３年度も大好評の「事業再構築補助金」があります！ 皆さん是非ご活用ください！！ ～
R2補正・R3予算「事業再構築補助金」は大好評の内、現在４次公募中です（１０/２８公募開始・１２/２１締切）。 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。
R3年度補正予算の国会審議が始まりますが、12月初めに中小企業庁から「R3年度補正予算･事業再構築補助金の概要」
が予告されました。 最終的には通常国会の審議・成立後になりますが、概要をご紹介します。
１．Ｒ３年度事業再構築補助金の見直し・拡充について （※詳細は添付の本補助金の概要資料を参照）
（１）基本的考え方 ： 岸田内閣がうちだした「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の一環として、①科学技術立国
の実現と地方を活性化し世界とつながる「デジタル田園都市構想」及び、②分配戦略～安心と成長を呼ぶ「人」への投
資の強化～ を具体的に実施するもので、本補助金は中小企業の事業再構築や賃上げに取り組む中小企業を強力に
支援、助成支援を行うものである！
（２）事業債構築補助金の見直し・拡充（R2年度補正と比較）
０)予算額：１兆１４８５億円～６,１２３億円へ。 R２補正本補助金の第５回公募に続き、R３年度補正は第６回と続いていく。
１）売上高１０％減少要件の緩和
２）「回復・再生応援枠」の新設 （緊急事態宣言枠は廃止）
３）「グリーン成長枠」の新設
４）「通常枠」の補助上限枠の見直し
５） その他運用改善等
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『令和３年度補正・事業再構築補助金の予告』（続き）
---- 中小企業庁 ----

※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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『千葉県中小企業等事業継続支援金・受付中 』
---- 千葉県中小企業等事業継続支援金事務局 ---１．目 的
長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が大幅に減少している中小企業者の皆様に対し
て、幅広く「中小企業等事業継続支援金」（支援金A）を支給することにより、事業の継続・立て直しのためにの
取組みを支援することを目的とします。 もう一つは、蔓延防止等重点措置等に伴い、飲食店への酒類の提供
停止を含む時短営業要請等が長期間に及んでいることから、特に大きな影響を受けている酒類販売事業者等
の皆様に対して、支援金を上乗せして支給 (支援金Ｂ）します。 以下添付資料ご参照！是非、ご活用下さい！
２．対象事業者
・「支援金Ａ」は、業種を問わず、幅広い事業者（2021年3月31日までに創業した県内の中小企業又は個人事業
主等）の方が対象となります。
３．支給要件 （７つの支給要件のすべてに該当していることが必要です！）
①2021年3月31日までに創業し、申請時点で、千葉県内本店又は主たる事業所を有すること。
②千葉県感染症拡大防止対策協力金の支給対象差yでないこと。
③新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年4月～2021年9月までにいずれかひと月の売上が、2019年
又は2020年の同月比で３０％以上減少していること。
④申請時点で事業を継続しており、引続き千葉県内で事業を継続する意思を有すること。※詳細は資料参照。
４．支給額 （支給金Ａの場合）
（支給金Ｂの場合：対象者は酒類製造免許又は酒類販売業免許者で、
2021年4月～9月の6ヶ月全ての月の売上が前年同月比70％以上減少）
中小企業等
： ２０万円
中小企業等
： ２０万円/月(上限額)4月～9月まで最大１２０万円
個人事業主等 ： １０万円
個人事業主等 ： １０万円/月（上限額）
〃 最大６０万円
３．申請受付期間
２０２１年８月５日～２０２１年１２月２８日まで。 まだ間に合います！！
５．申請方法
・オンライン申請の場合： 専用ポータルサイト https://chiba-keizokushienkin.com/ から電子申請します。
・郵送の場合： 添付資料の宛先に郵送してください。
６．お問い合わせ
千葉県中小企業等事業継続支援金 コールセンター TEL ０１２０－１７９－１５５ （受付９：００～１８：００全日可）
※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）
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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。

令和３年度千葉県補助事業・オンライン開催

『 経営革新でアフターコロナを乗り切ろう！』
----- 主催；千葉県産業振興センター 共催；千葉銀行 ----日本はこれから誰もがアフターコロナの時代に突入します。誰も経験したことのない状況の中、経営者のみなさ
んは難しい舵取りを迫られます。 経営革新は、方向性を考えて文章にまとめる支援策です。正しく理解頂いて、
うまく活用してもらえることを目指します。 是非ご参加ください！！
◆日
時 ： ２０２２年１月１２日（水） １３：２０～１６：４０ （受付開始１３：００）
◆場
所 ： ベンチャープラザ船橋 （船橋市北本町１-１７-２５） 、オンライン開催（Zoom）の併設
◆対 象 者 ： 千葉県内の事業者、中小企業者支援機関担当者
◆定
員 ： 会場 ３０名程度、 オンライン ５０名 （いずれも先着順）
◆参 加 料 ： 無 料
◆プログラム ： 【千葉県の経営革新計画についての取組み】
千葉県庁
過【セミナー】１．経営革新は、ひとによっては魔法の杖
２．経営革新取組みのメリットとデメリット
３．経営革新計画承認への最短距離
談会講 師：株式会社 流通プランニング研究所 代表取締役 川上 正人 氏
【座談会】 １. 講師・承認企業との対談
企業：サンレイ工機株式会社 代表取締役社長 津覇 浩一 氏
株式会社ジー・ピー・アイ 代表取締役社長 岩﨑 肇 氏
２. 講師・承認企業・参加者との対談・質疑応答
【個別相談会】
◆お申込み・お問い合わせ ： 添付の申込書に記入の上FAX又は下記の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?co=new&frmId=3146
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産学官連携推進セミナー

2021年１２月号

オンライン開催

『 中小企業の研究開発と事業化への挑戦』
-----主催； 千葉県産業振興センター----研究開発主導のベンチャー企業がどのようにして事業化を果たし成長していくかを事業者がその事例を発表し、
研究開発のシーズ元である千葉大学の地域・産学官の取組みについて分かり易くご説明します。
オンライン開催です！ 興味のある方はお気軽にご参加ください！！
◆日
時 ： ２０２２年１月２５日 （火） １４：００～１６：００頃まで
◆会
場 ： Zoomを利用したオンライン開催
◆プログラム ：【プログラム１】 『レーザ関連装置、溶接モニタリングの事業化経緯と今後の展開について』
講師：株式会社NISHIHARA 代表取締役 中山 孝良 氏
【プログラム２】『高い生産性と環境性を両立するオールサーボ駆動500t級プレス機の実用化について』
講師：株式会社吉野機械製作所 代表取締役社長 吉野 有信 氏
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ３】『千葉大学の地域・産学連携の取組み』
講師 ： 国立大学法人千葉大学 学術研究・イノベーション推進機構 特任教授 知財・技術移転部長
渋谷 善弘 氏
◆参 加 費 ： 無 料
◆お申込み・方法 ： 下記リンクからまたは、添付のチラシの２次元バーコードを読み取り、下記サイトから参加
登録を行ってください。
◆お問い合わせ ： （公財）千葉県産業振興センター 新事業支援部産学官連携推進室
船橋市北本町１-１７-２５ ベンチャープラザ船橋１F
TEL043７-426-9200 FAX.047-426-9044
HP； https://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=3155
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中小企業大学校研修 サテライト・ゼミ with 柏商工会議所（後援）

『 中堅管理者研修～さらなる成長への脱皮とマネジメントの向上へ～』
-----主催； 中小企業大学校東京校 ----組織を支える中核となる中堅管理者にはさらなる成長が求められており、高い意欲をもって能力向上に
努めることが組織に活力を生み、企業の成長発展へと繋がっていきます。
本研修では、新任管理者から中堅管理者へと脱皮し、より高いマネジメント能力を得ることをねらいとし、
その土台である意識・意欲と組織をまとめる力を向上させることを学び、また、これらを自社へと波及させ
ていくための自身の行動計画を作成していきます。 ３日間の集中研修です！研修参加をお待ちしています！
◆日 時 ： ２０２２年1月１９日(水）、20日（木）、2月22日（火） 3日間とも９：３０～１６：３０
◆会 場 ： 柏商工会議所 3階 ３０２会議室委 （柏市東上町７－１８）
◆研修内容 ： １/１９(水） 『管理者に求められる職務と役割』
『自身のたな卸しと、目指すべき管理者像』
１/２０（木） 『対人関係力と経営課題の統合的な解決力を高める１』
２/２２（火） 『対人関係力と経営課題の統合的な解決力を高める２ 』
『自立した中堅管理者としての行動計画』
※研修３日目最期に修了証書の授与があります。
◆定 員 ： １５名
◆受 講 料 ： ２９,０００円/名 （税込み）
◆申し込み・お問い合わせ先 ： 中小企業大学校東京校 企業研修課
TEL0４２-５６５-１２０７ FAX０４２-５９０-２６８５ Eメール to-kenshu@smrj.go.jp
HP；
https://www.smrj.go.jp/institute/tokyo/index.html
発行 ２０２１．１２．１５
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『 インボイス制度に備える経営の再確認 』
-----主催； 千葉県よろず支援拠点----２０２３年１０月からインボイス制度（適格請求書等保存方式）の導入が予定されています。当該制度の開始は、
消費税免税事業者にとって課税事業者へ転換するかどうかの分岐点です。
仮に課税事業者へ転換した場合、利益および納税資金の確保にむけて商品価格の見直しが必要です。
そこで、本講座では、インボイス制度の概要、メインテーマとして価格の決め方や価格を上げるポイントについて学
びます。
今から準備を進めておきましょう！ 皆様の参加をお待ちしています！
◆日
◆会
◆内

時 ： ２０２１年1２月２２日(水）１０：００～１２：００ (受付９：４５）
場 ： 千葉県産業振興センター 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）
容 ： 「インボイス制度の概要」
「価格の決め方、価格を上げるポイント」 等
講師 ： 水下 智則氏 （中小企業診断士、社会保険労務士、MBA、第一種衛生管理者等）
◆対 象 者 ： 中小企業、小規模事業者
◆定 員 ： ５名 （先着！まだ間に合います）
◆受 講 料 ： 無 料
◆申し込み・お問い合わせ先 ： 下記のHPに入りWEB入力して申し込みます。
千葉県産業振興センター よろず支援拠点
TEL 043-299-2921
FAX 043-299-3411
HP； https://yorozu.ccjc-net.or.jp/event/20211222am/

発行 ２０２１．１２．１５

