
新型コロナ感染症拡大の高止まり、ウクライナ情勢、原油・原料高、物価高など経済復活の兆しが見えない状況で
す。新年度に入り、中小企業様向けの国の補助金等支援施策が出揃ってきており活用をしていきましょう。
メルマガ４月号は助成制度５件、セミナー関係2件をご紹介します。

補助金･セミナー等情報のご案内 2022年４月号

（１／７）

助成制度等

令和３年度補正予算 『 事業復活支援金』
------- 経済産業省--------

発行 ２０２２．４．１３

本年２月号に引き続き、大好評の「事業復活支援金」を紹介します。新型新型コロナ感染症により、大きな影響を受
ける中堅・中小･小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた「給付金」を支給します。

◆給付対象について
ポイント1： 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者*が対象となりうる。

*「需要の減少による影響」：国や自治体による自社への休業・時短営業等のコロナ対策の要請など６項目、「供給
の制約による影響」：コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限など３項目のいずれかの項目に該当すること。

ポイント２： ２０２１年11月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が、２０１８年１１月～２０２１年３月までの間の任意
の同じ月の売上高と比較して５０％以上または３０％以上５０％未満減少した事業者。

◆給付額 給付額 ＝ 基準期間の売上高 － 対象月の売上高×５
＊基準期間 ：「2018年11月～2019年3月」、「2019年11月～2020年3月」、「2020年11月～2021年3月」

のいずれかの期間 ＊対象月：2021年11月～2022年3月のいずれかの月
◆給付上限 売上高減少率 個人 法 人

事業者 年間売上高 １億円以下 1億円超～５億円 ５億円超
▲５０％以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円

▲３０％以上５０％未満 ３０万円 ６０万円 ９０万円 １５０万円
◆申 請 期 間 ２０２２年1月３１日 ～ ５月３１日
◆お問い合わせ先 ： 事業復活支援金事務局 申請専用 相談窓口 * ０１２０-７８９-１４０ ０３-６８３４-７５９３

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ * 受付期間 8：30～19：00 土日･祝日含む全日
・市原商工会議所でも相談を受け付けています！ TEL ０４３６-２２-４３０５(代表）

特定非営利活動法人
ＮＰＯテクノサポート

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/


発行 ２０２２．４．１３

2022年４月号

（２／７）

令和3年度補正予算

『日本政策金融公庫を通じた資金繰り支援』
---- 中小企業庁 ----

◆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

特定非営利活動法人
ＮＰＯテクノサポート



発行 ２０２２．４．１３

2022年４月号

（３／７）

令和３年度補正予算

『中小企業向け事業再編・再生支援事業』
---- 中小企業庁 ----

◆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

特定非営利活動法人
ＮＰＯテクノサポート



発行 ２０２２．４．1３

2022年４月号

（４／７）

令和３年度補正予算

『中小企業等事業再構築促進事業』
---- 中小企業庁 ----

大好評の「事業再構築補助金」です。 本補助金は６次公募（３/２８～６/３０7）から開始されます！

特定非営利活動法人
ＮＰＯテクノサポート

◆NPOテクノサポートにご相談下さい 電話：080-2266-4699 担当：戸村（090-6002-9811）、松尾（080-5530-8920）



発行 ２０２２．４．１３

2022年４月号

（５／７）

令和３年度補正予算

『中小企業生産性革命推進事業』
---- 中小企業庁 ----

◆NPOテクノサポートにご相談下さい 電話：080-2266-4699 担当：戸村（090-6002-9811）、松尾（080-5530-8920）

生産性革命事業は【ものづくり等補助金】、【持続化補助金】、【ＩＴ導入補助金】、【事業承継・引継ぎ補助金】から成ります！

特定非営利活動法人
ＮＰＯテクノサポート



（６／７）

2022年４月号
セミナー･イベント

本号ではセミナー関係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。

生産性雇用支援訓練マネジメントセミナー

『生産性向上支援 若手製造業者向けマネジメントセミナー』
----- 主催；柏商工会議所、ポリテクセンター千葉 -----

企業活動における様々な課題に対して、積極的に取組んでいく意識の醸成と個社の利益重視ではなくチームで
の成長を重視した活動団体（共同受注体）の発足を促すことを目的として、経営の父ドラッカーの『創造する経営者』
『プロフェッショナルの条件』を教科書に３部構成で、３時時間×１０回（月に2回）をかけて徹底的に身に付けます。

※若手製造事業者となっていますが、実際のセミナーの内容はどの業種にも当てはまる内容になっています！
是非受講下さい！！！

◆日 時 ： ２０２２年６月２日～１１月８日（全１０回） １４：００～１７：００
◆場 所 ： 柏商工会議所 （千葉県柏市東上町7-18 ） ※緊急事態宣言が発出の場合はオンライ開催）
◆参加対象者 ： ４５歳くらいまでの若手経営者・次期経営者・管理職
◆定 員 ： ２０名
◆受 講 料 ： １４,３００ 円/1人 （１事業所２名まで）
◆講 師 ： 古賀 光昭 氏 （㈱ ビクトリー。 大手メーカーのマネジメント職を歴任後、経営コンサルタントと

して独立。ドラツカーの経営理論や一倉定の社長学を核にした経営コンサルを得意とする）
◆内 容 ： ① 【成果を上げる業務改善】 （３時間×４日間）

(知識労働の生産性をいかにして高めるか、成果を上げる能力とは、タイムマネジメントとはetc..)
② 【マーケティング戦略概論】 （３時間×４日間）

(マーケティングとイノベーション、われわれの事業とは何か、マーケティング分析・戦略etc…)
③ 【組織力強化のための管理】 （３時間×４日間）

(経営管理者の仕事、目標設定の方法、ベンチャーのマネジメンetc…）
◆お申込み・お問合せ先 ： 添付の添付チラシに所定事項を記入し、メールもしくはＦＡＸ で事務局に送付下さい。

事務局： 柏商工会議所 業務課 小林 FAX：04-7162-3323 TEL：04-7162-3315
Eメール： kobayashi.keita@kashiwa-cci.or.jp HP： https://www.kashiwa-cci.or.jp/info/23362

発行 ２０２２．４．１３

特定非営利活動法人
ＮＰＯテクノサポート

mailto:kobayashi.keita@kashiwa-cci.or.jp
https://www.kashiwa-cci.or.jp/info/23362


（７／７）

2022年４月号

発行 ２０２２．４．１３

2022年度開催 『ものづくり在職者のための能力開発セミナー』
-------- 主催 独立行政法人 ポリテクセンター千葉 --------

ポリテクセンター千葉は、短期間の職業訓練（能力開発セミナー）を行っています。 本号では、ものづくり
の基本に帰ろうという方にも最適な２０２２年度の「生産管理」 講座の８のセミナーをご紹介します。

ポリテクセンター千葉のホームページに入り、ご確認ください！！
◆日 時 ： 上記とおり （所定数受講者到達次第開講）
◆場 所 ： ポリテクセンター千葉 （千葉市稲毛区六方町２７４）
◆受 講 料 ： 有 料（8000円～9500円） ◆定 員 ： １０名
◆申込方法 ： ①申込状況の確認 ⇒当センターホームページ、電話（０４３－４２２－４６２２）で確認

②申込み ⇒所定の「受講申込書」に記入し、ＦＡＸまたは郵送あるいは持参にて申込む
③受講票送付 ⇒開講が決定した場合原則１０日前までに受講票、払込取扱書等が送付
④受講料振込
・ホームページ ;令和４年度能力開発セミナー系・分野別コース一覧 (jeed.go.jp)

No セミナ-名 開講日予定 講師

1
実践　生産性改善

～全体最適化視点からムダ取りでローコスト体質へ～
前期  7月7・8日　後期 10月6・7日 辻　伸次

2
仕事と人を動かす製造現場監督者の育成

～ものづくり＝人づくり～
前期 7月 14・156日　後期 10月13・14日 竹田哲司

3 安全確保のための現場改善手法 前期 7月21・22日　後期　10月20・21日 椎野正俊

4
5Sによるムダ取り・改善の進め方

～工場現場の改善の基礎　5Sと見える化～
前期 7月28・29日　後期 11月10・11日 竹田哲司

5
営業活動と連動した戦略的生産管理
～受注情報活用でQCDの実現を楽に～

前期 8月4・5日　後期 11月17・18日 辻　伸次

6
生産現場に活かす品質管理ツ-ル

～QC7つ道具を中心にして～
前期 8月25・26日　後期  11月24・25日 大塚光之

7 原価管理からみた生産性向上 前期 9月8・9日　後期 12月8・9日 辻　伸次

8 生産性向上をめざす総合的設備管理技術(新） 前期 9月15・16日　後期 12月15・16日 野村信彰(新)

特定非営利活動法人
ＮＰＯテクノサポート

https://www3.jeed.go.jp/chiba/poly/zaishoku/2022/index1.html

