
 本年も喜ばれる情報を発信してまいります。原油・原料高・物価高、景気停滞、ウイズコロナの動きが出てきてい
ますが、中小企業にとってまだまだ厳しい状況が続いています。引き続き各種の助成制度を有効に活用していきま
しょう。 メルマガ新年1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 2023年１月号 

（１／９） 

助成制度等 

発行 ２０２３．１．２５ 

 『 ちばぎん研究開発助成制度２０２３のご案内』 
------ ㈱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、筑波大学または量子科学技術研究開発 

           機構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 

◆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、筑波大学 

          又は量子科学技術研究開発機構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締結する予定がある、又は締結済みである 。 

◆募集期間 ： ２０２３年４月１日(土）～５月３１日(火）   ※当日必着、郵送の場合は当日消印有効 

◆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、下記担当宛にメールにて 

             ご送付ください。 申込書は、下記ホームページからダウンロードしてください。  

◆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 ： ちばぎん研究開発助成制度2023｜千葉銀行 (chibabank.co.jp)   
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『ものづくり・商業・ｻｰﾋﾞｽ生産性向上促進補助金（14次締切）』 
----  中小企業庁 ----  

 中小企業が経営革新・生産性向上のための設備投資等に使える補助金で、１４次締切分の公募が開始されました。  

 ※詳細は公募要領を参照ください！ 

  

◆公募期間 ： ２０２３年１月１１日（水）開始～４月１９日（水）締切   ※申請受付は３月２４日～ 

◆補助対象者： 中小企業者（資本金・常勤従業員数による）、中小組合・法人、特定事業者の一部、特定非営利活動法人、 

           社会福祉法人。※詳細は公募要領参照 

◆補助事業の基本要件： 事業計画期間において、次の要件を満たす事業計画を策定することが必要！ 

   ①給与支給額を年率平均１．５％以上増加      ②事業者全体の付加価値額を年率平均３％以上増加 

   ③事業場内最低賃金を毎年、地域別最低賃金+３０円以上の水準とする。 

◆補助金事業概要：                   補助金額 （従業員数により異なる）      補助率 （事業者により異なる） 

  １．「通常枠」                 １００万円～１,２５０万円               １／２ 、 ２／３ 

  ２．「回復型賃上げ・雇用拡大枠」          １００万円～１,２５０万円                    ２／３ 

  ３．「デジタル枠」                １００万円～１,２５０万円                   ２／３ 

  ４．「グリーン枠」                                           １００万円～１,２５０万円                   ２／３                        

  ５．「グローバル市場開拓枠」                    １００万円～３,０００万円               １／２ 、 ２／３ 

  ６．＜大幅７賃上げに係る７補助上限額の引上の特例＞ 従業員数に応じて１００万円～１，０００万円の引上 

◆補助対象経費： 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用料、原材料費、 

   外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費、通訳･翻訳費、広告宣伝･販売促進費（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ市場開拓枠のみ） 

◆応募方法：電子申請のみのため、先ずＧｂizアカウントを取得し、ＧＢｉｚ利用登録を行います。 

         ※詳細は公募要領ご参照！ 

◆お問合せ先： ・ものづくり補助金事務局サポートセンター ０５０-８８８０-４０５３ ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： monohojo@pasona.co.jp  

HP：公募要領について｜ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト (monodukuri-hojo.jp) 

  ・本補助金申請全般の相談  市原市産業支援センター 担当 戸村、中村、宍倉他 ＴＥＬ ０４３６－６３－３７９０ 
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 『事業再構築補助金・第９回・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！ 第7回公募からは、新型コロナの影響を受け
つつ、加えてウクライナ情勢の緊迫化等による原 油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響により業況が厳
しい中小企業等が行う取組み、新型コロナ をはじめとする感染症の流行など、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の
経済社会の変化に対応し た、危機に強い事業への事業再構築の取組に対し、新たな支援類型を創設し重点的に
支援してい きます。 
 
１．補助対象要件 
  （１）２０２０年４月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、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年の事業計画を認定支援機関事業計画を認定経営革新 
     等支援機関と共同で策定すること 
  （３）事業終了後３～５年で、付加価値額の年率平均３．０％以上(グリーン成長枠は５．０％)以上又は従業員 
     １人当りの付加価値額の年率平均３．０％以上の増加を見込む事業計画を策定する必要があります。 
 
２．補助金額・補助率 ： （※中小企業等、中堅企業等 の従業員数によって、補助金額、補助率が異なります） 
                                       補助金額             補助率 
     ・通常枠                  １００万円～８,０００万円         ２/３、  １/２  
     ・大規模賃金引上枠         ８,０００万円超～１億円           ２/３、   １/２ 
     ・回復・再生応援枠             １００万円～１,５００万円            ３/４、   ２/３ 
     ・最低賃金枠                   １００万円～１,５００万円            ３/４、   ２/３ 
     ・グリーン成長枠                 １００万円～１．５億円        １/２、   １/３ 

     ・緊急対策枠              １００万円～４,０００万円       ３/４、   ２/３ 
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 『事業再構築補助金・第９回・公募開始』（続き） 
---- 経済産業省 ----   

３．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含む）、機械装置・システム構築費、技術導入費（知的財産 
  権導入に係る経費） 、専門家経費、運搬費、クラウドサービス７利用費、外注費（加工、設計等）、知的財産権 
  関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 
４．事前着手申請 
  ・交付決定前に補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。  

ただし、本事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影 響等も鑑み、早期の
事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付 決定前であっても事務局から事前着手の
承認を受けた場合は、令和３年１２月２０日以降に購入契約 （発注）等を行った事業に要する経費も補助対象経費とす

ることができます。 
５．公募期間 
    公募開始 ： 令和５年１月１６日(月） 
    申請受付 ： (調整中） 
    応募締切 ： 令和３年４月３０日(金）１８：００ 
６．申請方法 
   JGrants（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 (土日祝日を除く） 
      電話番号： ＜ナビダイヤル＞０５７０-０１２-０８８ 
              ＜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（サテライト） 担当：戸村、中村、長田、西  TEL ０４３６-６３-３７９０ 
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『R1･Ｒ３年度補正 小規模事業者持続化補助金（第11回）』 
----  中小企業庁、全国商工会議所  ----  

 
 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等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の

経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを

目的とします。 

 本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う 業務

効率化（生産性向上）の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。 

 

◆補助上限 ：［通常枠］  ５０万円         ［賃金引上げ枠］  ２００万円 

         ［卒業枠］２００万円       ［後継者支援枠］２００万円 

                    ［創業枠］２００万円        ［インボイス枠］  １００万円 

◆補助率  ：  ２／３ （[賃金引上げ枠]のうち赤字事業者については３／４） 

◆対象経費 ：機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費（オンラインによる展示会・商談会 

         等を含む）、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費 

◆公募期間 ： ※最新の応募は第11回受付 

          申請受付開始：２０２３年２月１３日（月） 

          申請受付締切：２０２３年２月２０日（月） 

◆応募方法 ： 電子申請 (補助金申請システムJグランツ）又は郵送により提出します。 

◆お問い合わせ先： 〇持続化補助金 事務局（商工会議所地区） TEL０３-６６３２-１５０２ 

             事務局HP； 小規模事業者持続化補助金（一般型） (jizokukahojokin.info) 

      〇日本商工会議所補助金HP； 

        平成30年度第２次補正予算「小規模事業者持続化補助金」公募開始について - 日本商工会議所 (jcci.or.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（サテライト） 担当：戸村、中村、長田、西  ０４３６-６３-３７９０   
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2023年１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。 

令和4年度経営支援セミナー（千葉県補助事業） 

『初めの一歩 中小企業が取り組むSDGｓ』 
 ----- 主催； 千葉県産業振興センター ----- 

 ～SDGs、何から取り組めばよいのだろう？～  
 『SDGs』（持続可能な開発目標：Sustainable Development Goals）は、2015 年9 月の国連サミットで採択され
て以来、産業界や教育界を中心に広く知られるようになってきました。中小企業にとっても、企業価値や競争

力の向上を図るうえでSDGs への取り組みは、重要となってきています。 

 しかし、SDGs への取り組みは企業経営にとって有効ではあるものの、どんな事から始めればよいのか、経

営にSDGs を取り入れることでどのような利点があるのか等々…、漠然としている方々にSDGs の基本から、

企業経営におけるSDGs の活動方法、取組事例等について、詳しく解説します。 

 

◆日  時   ： 2023年２月２日(木) １４：００～１６：２０ （13：50～入室開始） 

◆開  催   ： Zoomによるオンライン方式 

◆参 加 料  ： 無 料  

◆募集人員  ： ４０名 (申込先着順）                            

◆対  象   ： 千葉県内の創業者・事業等事業者、中小企業支援機関担当者 

◆講演内容   ： 『初めの一歩 中小企業が取り組むSDGｓ』 

                   講師 ： 岡部 信也 （岡部技術士事務所 技術士、エネルギー管理士） 

◆参加方法  ： 添付のチラシ・参加申込書に所定事項を記入し、FAX 043-299-3411でお申込み下さい。     
◆応募・問い合わせ先 ： （公財）千葉県産業振興センター TEL 043-299-2907  FAX 043-299-3411  

  メール： kigyo@ccjc-net.or.jp 

     HP ： https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html 
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2023年１月号 

生産性向上訓練（DX対応コース）  

『ビジネスとSDGｓ（持続可能な開発目標）の融合』 
----- 主催；ポリテクセンター千葉 ----- 

発行 ２０２３．１．２５ 

 世界中の企業がＳＤＧｓを経営の中に取り込もうと力を注いでおり、ＳＤＧｓを経営に組み込むべく様々な取

組が進められている中でＳＤＧｓの必要性を理解し、自社のビジネスの成長につなげる知識を習得します。 

 

◆日   時   ： 2023年２月１7日(金) ９：３０～１６：３０ （受付9:15～） 

◆定   員   ： １０名 （最小催行人数６名） 

◆会   場   ： ポリテクセンター千葉 （千葉市稲毛区六方町274番地） 

◆参 加 料   ：  ３,３００円(税込） 

◆対 象 者   ： 中堅層・管理者層 

◆講 演 内 容    ： 『ビジネスとSDGｓ（持続可能な開発目標）の融合』   

               中川 優氏 （㈱日本能率協会コンサルティング）                 

                          □ SDGｓの概要------経済成長の重点施策、ＳＤＧsを５階層構造で大づかみする等 

                □ ＳＤＧｓの取組み------演習；自社の企業理念に適合するターゲットを一つ選ぶ等 

              □ 開発目標の戦略------国内外の企業の成功事例と失敗事例、演習;事業活動を通 

                               じてSDGsの達成を考える等 

◆参加申込み  ： ※事前申込が必要です！  申込締切 2月3日！ 

   添付の参加申込書に必要事項を記入の上、FAX（０４３-４２２-４７６８）でお申込みください。 

◆お問合せ先 ： ポリテクセンター千葉 生産性向上人材育成支援センター 生産性センター業務課          

            FAX 043-422-4768   TEL 043-422-4631  メール：chiba-seisan@jeed.go.jp  

                          HP： https://www3.jeed.go.jp/chiba/poly/seisank/hl52qs00000h13fn.html 

特定非営利活動法人 
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202年１月号 

発行 ２０２３．１．２５ 

令和４年度スキルアップ集中セミナー  

『 物価高騰対策のための生産性向上セミナー 
～なぜ生産性向上にはDXやデザイン思考が有効なのか～』 

 ----- 主催：千葉市産業振興財団 ----- 

  昨今の円安、物価高騰への対策として、労働生産性向上は欠かせません。 

生産性を向上させる手段として「DX」が注目されています。しかしながら「DX」は難しいことと思われがちです。 

それを成功に導くのが「デザイン思考」です。 「デザイン思考」では経営者、従業員、顧客全てにおいてプラスになることを

考え、実現するまでの道筋を描きます。 自社の持っている資源を活かしながら、顧客に新しい価値を提供することができ、

売上向上につながります。 

今回のセミナーでは「DX」「デザイン思考」の基礎知識、「なぜ生産性向上にはDXやデザイン思考が有効なのか」、「DX」導

入のための補助金情報について丁寧にわかりやすくお伝えします。 是非ご参加ください！！ 

   

◆ 第一回：２０２３年２月２１日（火） 
            14:00～16:00    【第一部  講義】  ：  「DX導入の意義」  +   ミニ講義 「DX導入のための補助金情報」 
            16:00～17:00    【第二部 ワークショップ】： 「顧客を知る方法」観察と洞察に関する基礎知識と実践方法を学ぶ  

  第二回：２０２３年２月２８日（火） 
     14:00～16:00  【第一部講義】 ： 「DX に欠かせないデザイン思考」 
◆講  師  ：  長尾 徹氏 （一社・ブランディングデザイン協会 代表理事、千葉工業大学 副学長 工博 教授） 
         井手 美由樹氏 （一社・ブランディングデザイン協会 理事、㈱Ideal Works 代表取締役、中小企業診断士） 
     16:00～17:00  【第二部ワークショップ】： 「アイデア創出方法」創造技法に関する基礎知識と実践方法を学ぶ 
◆場  所  ：  千葉市産業振興財団 会議室 （千葉市中央区中央２-５-１ 千葉中央ツインビル2号館 ８階）          

◆定  員  ：   ２０名 (先着順）           ◆参 加 料 ： 無 料 

◆お問い合わせ先   ：  添付の参加申込書(チラシ）に所定事項を記入し、ＦＡＸ（043-201-9507）でお申込みください。     

    (一社）千葉市産業振興財団 TEL 043-201-9506 FAX 043-201-9507 メール：sangypsozo@chibashi-sangyo.or.jp   

      ホームページ：  https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html  

特定非営利活動法人 
ＮＰＯテクノサポート 

mailto:sangypsozo@chibashi-sangyo.or.jp
mailto:sangypsozo@chibashi-sangyo.or.jp
mailto:sangypsozo@chibashi-sangyo.or.jp
mailto:sangypsozo@chibashi-sangyo.or.jp
mailto:sangypsozo@chibashi-sangyo.or.jp
mailto:sangypsozo@chibashi-sangyo.or.jp
mailto:sangypsozo@chibashi-sangyo.or.jp
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1214-2022-12-08-09-40-28.html


（９／９） 

2023年１月号 

発行 ２０２３．１．２５ 

『 生産性を高めるマネジメント 
～感情と上手につきあう（アンガーマネジメント）～』 

 ----- 主催；千葉県（千葉県産業振興センタージョブカフェちば受託事業） ----- 

   ～多忙な管理職！「感情」に上手く対応できているかで、ストレスレベルも大いに違う！～ 
 「感情」を自信をもって取り扱うことができ、相手や自分の「感情」に巻き込まれないように自己管理することが
できれば、余裕をもって自分らしく仕事にのぞめるようになります。これは、職場の生産性を高めるうえで欠かせ
ないことです。 当日は「アンガーマネジメント」の考え方も取り入れながら、安心感ある豊かな人間関係をつくれ
る方法を習得します。  是非ご参加ください！！ 
 

◆日  時  ：  2023年２月１０日（金）１３：30～１６：３０ （受付開始13：00～） 

◆会  場  ：  ZoomによるWEB会議システム（オンライン開催） 

◆対  象  ：  企業の管理職・人事担当者・部下を持つ方など          

◆参 加 料 ：  無  料             ◆定  員 ： ３０名 （原則1社2名まで、先着順締め切り） 

◆内  容  ：  『生産性を高めるマネジメント～感情と上手につきあう（アンガーマネジメント）～』 

◆講  師  ：  猪俣 恭子氏 （㈱ｓｔｏｒｙ Ｉ 代表） 

            地方銀行に７年間勤務後、印刷会社の後継者として現場で社員の育成に務める傍ら、2006年に 
             ㈱story Iを設立。それまで現場で人を育ててきたリーダーとしての経験とコーチング理論を基に、 
             企業や官公庁などにリーダーシップ研修、コーチング研修、キャリアデザイン研修、個人向けのコー 
             チングを行う。わかりやすい講演と実践に即した研修に定評がある。コーチング実績約1950回等。     

◆お申込み ：  ジョブカフェちばのホームページからお申込み下さい。添付のリーフレット参照。      
  HPメール： 生産性を高めるセルフマネジメント ～感情と上手につきあう(アンガーマネジメント)～ | ジョブカ

フェちば 千葉県の就職支援施設 ジョブカフェちば (jobcafe-chiba.jp)  

◆お問い合わせ先 ： ジョブカフェ千葉  TEL ０４７-４６０-５５００ 

特定非営利活動法人 
ＮＰＯテクノサポート 
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