
ロシアのウクライナ侵攻から1年、エネルギー価格高騰・原料高・物価高に見舞われており、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適宜有効に活用していきましょう。
メルマガ２月号は助成制度4件、セミナー・イベント３件をご紹介します。

補助金･セミナー等情報のご案内 2023年２月号

（１／８）

助成制度等

発行 ２０２３．２．２４

令和４年度６月補正千葉県事業

『 ちば事業再構築チャレンジ補助金・受付延長』
------- 千葉県 --------

※メルマガ22年11月号に本補助金を掲載しましたが、受付が23年5月末まで延長されました！
お早めにご応募下さい！

◆概 要

本事業は、新型コロナウイルス感染症や原油・物価高騰等の社会経済環境の変化の影響を受けた中小企業

者等が取り組む新分野参入や、業種・業態転換等の事業再構築のうち、省エネルギーの促進や再生可能エネ

ルギーの活用等に資するものに対して補助金を交付するものです。

※本補助金の詳細は添付の本補助金の申請要領をご参照ください！

◆申請受付期間 ： ２０２２年８月５日(金）受付開始 ～ ２０２３年５月３１日(水）受付終了
（当初２０２３年１月３１日）

※但し、予算がなくなり次第受付終了となります！

◆ 補助金額 ： １００万円～１,０００万円

◆ 補助率 ： 補助対象経費の ４分の３以内

特定非営利活動法人
ＮＰＯテクノサポート



令和４年度６月補正千葉県事業

『ちば事業再構築チャレンジ補助金・受付延長』（続き）
------- 千葉県 --------

◆ 補助対象経費 ： 建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、運搬費、クラウドサービス利用費、
外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

◎申請受付方法 ： 原則として、オンラインでの提出をお願いします。
①オンライン提出の場合：

本補助金のポータルサイトから提出できます。 【ＵＲＬ】https://chiba-saikouchiku.jp
②郵送の場合：
申請書類を以下の宛先に郵送してください。 郵送にあたっては、簡易書留など郵送物の追跡ができる

方法で郵送ください。 【宛先】〒260-0025千葉県千葉市中央区問屋町 1-45 千葉ポートスクエア内

TKPガーデンシティ千葉・ちば事業再構築チャレンジ補助金事業宛

◎提出書類 ： 【上乗せ補助枠】と【県独自補助枠】で提出書類が異なります。 添付の申請要領をご参照！

◎お問い合わせ先 ： ちば事業再構築チャレンジ補助金コールセンター

電話 0５0－３１８３－６２１２ 受付時間；午前９時３０分から午後５時３０分まで

＜専用ポータルサイト＞ https://chiba-saikouchiku.jp/

※ NPOテクノサポートでも相談を受けます！ 担当：松尾、戸村 ０８０-２２６６-４６９９

2023年２月号

（２／８）

発行 ２０２３．２．２４
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発行 ２０２３．２．２４

2023年２月号

（３／８）

『千葉県生産性向上のための設備投資補助金・期間延長
～国のものづくり補助金への上乗せ補助～』

---- 千葉県産業振興センター ----

千葉県の中小企業者等が行う生産性向上と省エネルギーの促進等に資する設備投資を後押しするため、

国の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」（以下ものづくり補助金）に対する上乗せ補助を行い

ます。 ※本補助金の詳細は添付の本補助金の申請要領をご参照ください！

◆申請受付期間及び補助事業期間の延長

申請受付期間： 令和5年10月31日（火）まで（予定）
補助事業実施期間： 令和5年12月20日（水）まで（予定）
実績報告書提出期限： 令和6年2月29日（木）まで（予定）

◆補助対象者、条件
1)千葉県内に事業所を置く中小企業授業者等
2)令和4年度において、ものづくり補助金（一般型）に実施場所を千葉県として採択された中小企業者等
（令和4年5月申請締切の「10次」、8月申請締切の「11次」が対象、10月申請締切の「12次」、12月申請締切
の「13次」が対象）。※新たに対象となる12次、13次の申請受付については、令和5年4月1日以降を予定。

◆補助金額 ： ２５０万円以内 ◆補助率 ： １/１２

◆補助金の算出方法： 「補助対象経費」【ア】 ×「補助率」【イ】 ＝（県の）補助金交付決定額【ウ】
ア： 中小企業者等が「ものづくり補助金」に申請した額のうち、国の交付決定を受けた際に補助対象と認められた経費
イ： 12分の1 ウ： 補助上限額２５０万円

◆申請方法 ： 交付申請書一式（各1部）に、ものづくり補助金の交付申請書及び交付決定通知書の写しを添え
て、以下窓口まで電子又は郵送で提出するかご持参ください。

【窓口】公益財団法人千葉県産業振興センター産学連携推進室〒273－0864 千葉県船橋市北本町1-17-25

ベンチャープラザ船橋1階 電話：047－426－9200 受付時間：9時～17時（土・日曜日、祝日を除く）
※NPOテクノサポートでも相談を受けてております！ 担当：松尾、戸村 ０８０-２２６６-４６９９

特定非営利活動法人
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発行 ２０２３．２．２４

2023年２月号

（４／８）

『電気・ガス料金の支払猶予等について』
----経済産業省 ----

◇経済産業省は、電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔軟な対応を図るべく、託送供給約
款等について、講じていた特例措置を延長するための認可を行いました。

◇この要請に先立って、講じていた特例措置（注1）に係る電気事業者（注2）・ガス事業者（注3）から、電気・ガス
料金の支払いに困難な事情があると認められる者に係る託送料金等の支払期日に関し、従来の措置に加え、
２０２３年２月分の料金について新たに1か月繰り延べることとする等の特例措置の申請がありました。
電気事業法及びガス事業法に基づき審査を行い、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、臨時的に当該措置
を講ずる必要があると認められたため、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日認可を行いました。
（2023年1月１５日）

◇注1：2022年12月23日に、緊急小口資金の貸付を受けた者、これらの貸付を受けようとする者又は電
気・ガス料金の支払いに困難な事情があると思われる者に対し、電気・ガスの託送供給約款等に定
める支払期日を繰り延べる特例措置を認可。こうした特例措置は2020年3月25日より実施してき

たもの。
◇注2：北海道電力株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力株式会社、東北電力ネット

ワーク株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部
電力ミライズ株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力株式会社、北陸電力送配電株
式会社、関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力株式会社、中国電力ネットワーク
株式会社、四国電力株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力株式会社、九州電力送配電株式
会社、沖縄電力株式会社（計19社）

◇注3 東京ガスネットワーク株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社、東邦ガスネットワーク株式会
社、東邦瓦斯株式会社（計4社）

◆お問い合せ先： (1)電気料金の支払い猶予等 ： 資源エネルギー庁電力・ガス事業部 TEL ０３-６６２６-３９８５(直通）
(2)ガス料金の支払い猶予等 ： 同上 TEL ０３-３５０１-２９６３(直通）

特定非営利活動法人
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発行 ２０２３．２．２４

2023年２月号

（５／８）

『感染症・物価高等対応伴走支援資金の開始』
----千葉県商工労働部 ----

国の経済対策を踏まえ、感染症や物価高等の影響で債務が増大している中小企業者の収益力改善や事業再構
築等を支援するべく、「新型コロナウイルス感染症対応伴走支援資金」の見直しを行い、「感染症・物価高等対応
伴走支援資金」として新たに開始します。

１．主な見直し ２．感染症・物価高等伴走支援資金の概要
（1）新型コロナウイルス感染症
対応特別資金等、既往借入
金（県制度融資に限る）の範
囲内で借換が可能。
また、事業再構築など、積極
的な取組みによって生じる新
たな資金需要に対応する
借入も可能。
（2）融資対象となる減少要件は
、感染症・物価高などの影響に
よる売上減少5％以上。
【見直し前：売上減少15％以上】
（3）融資限度額は、1億円以内。
【見直し前：8千万円以内】
３．取扱い金融機関
詳細はHP参照

４．千葉県の融資・経営相談窓口
(1)融資相談 ： 千葉県商工労働部経営支援課金融支援室 【電話】 043-223-2707
（2）経営相談： 千葉県産業振興センター「チャレンジ企業支援センター」 【電話】 043-299-2907

融資条件
セーフティネット保証4号・5号、普通保証のいずれかを利用する中小
企業者

必要書類 金融機関による伴走支援を受けて作成する経営行動計画書など

資金使途 運転資金、設備資金（借換資金含む）

借換範囲 借換元となる既往借入金は県制度融資の資金に限る

融資限度額 1億円以内（1月27日申込みから）

融資期間 10年以内（据置期間は5年以内）

融資利率 1.0%～1.7％（利用する保証や融資期間により異なる）

保証料率

(1)セーフティネット保証を利用する場合
0.2％（国の補助後の料率）

(2)普通保証を利用する場合
0.2～1.15％（国の補助後の料率）

取扱期間 令和6年3月31日保証協会受付分まで

特定非営利活動法人
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（６／８）

2023年２月号
セミナー･イベント

本号ではセミナー・イベント３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。

対面・Zoomハイブリッド開催

『2023年「経済講演会」開催のご案内』
----- 主催；ひまわりベンチャー育成基金 -----

公益財団法人ひまわりベンチャー育成基金は、以下のとおり、経済講演会を開催します。

１．日 時 ： 2023年3月7日（火） 13：30～16：30
２．定 員 ： 先着１００名
３．参加費 ： 無料
４．対 象 ： 千葉県内のベンチャー企業経営者・中小企業経営者等
２．開催方法等： 会場開催（ホテル ザ・マンハッタン）、オンライン配信
３．講演（第一部、13：40～）

『 Web3の衝撃～社会を激変させるインターネットの新潮流とは～ 』
＜講師＞ 日本マイクロソフト株式会社 エバンジェリスト・業務執行役員 西脇 資 哲 氏

４．講演（第二部、15：30～）

『 2023年度の経済・金融展望 』
＜講師＞ 野村證券株式会社投資情報部シニアストラテジスト 山 口 正 章 氏

◆参加申込方法 ： 添付のチラシ・参加申込書に所定事項を記入し、FAX 043-299-3411又は郵送
でお申込み下さい。

◆応募・問い合わせ先 ： （公財）ひまわりベンチャー育成基金
〒260-8720 千葉市中央区千葉港1-2 TEL 043-242-5523 FAX 043-242-5524 
HP ： 公益財団法人ひまわりベンチャー育成基金 | 経済講演会（2023年3月7日）の開催・参加者募集につ

いて (chibahimawari.org)

発行 ２０２３．２．２４
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（７／８）
）2023年２月号

『第３９回ビジネスプラン発表会』
----- 主催；ベンチャークラブちば -----

発行 ２０２３．２．２４

ベンチャークラブちばでは千葉県内のベンチャー企業の育成・支援を目的として、今年度も「ビジネスプラン
発表会」を開催します。予選を勝ち抜いた創造的・革新的なベンチャー企業5社が、市場開拓や資金調達など
ビジネスパートナーを求めてビジネスプランを競い合います。是非この機会にご参加ください。

◆日 時 ： 2023年３月６日(月) １３：３０～１８：お０ （受付13:00～）
◆会 場 ： ホテルグリーンタワー幕張 ４階ロイヤルクレッセント（千葉市美浜区ひび野2-10-3）
◆参 加 料 ： 無 料

◆プログラム ：

◆参加申込み ： 添付の参加
申込をFAX]してください。
申込締切 ３月３日(金）

◆お問合せ･申込先 ：
ベンチャークラブちば事務局
FAX 047-426-9044
TEL 047-426-9200 

HP：【3月6日(月)】第39回ビジネスプラン発表会～あすのちばを支えるビジネスチャレンジコンテスト～開催！ | 公益財団法人

千葉県産業振興センター (ccjc-net.or.jp)

発表者の一覧

N
o.

企業名・代表者名 発表テーマ

1
株式会社Vanwaves
代表取締役 深田 渚央 氏

バイオエタノールによる特許機構のエコで手
軽な自分専用サウナ「IESAUNA」

2
株式会社カワイチ・テック
代表取締役 川口 秀一 氏

無機質凝集浄水剤が起こすサスティナブル
な社会への転用

3
株式会社クォンタムデータ
代表取締役 長迫 勇樹 氏

量子コンピュータが出現しても解読不能な暗
号技術の実用化と普及に向けて

4
フエゴインターナショナル株式会
社
代表取締役 村山 敏弘 氏

食品ロスからあらたなたんぱく質の創造。食
用コオロギ養殖を通じて地域資源の循環

5
リンクメッド株式会社
代表取締役社長 吉井 幸恵 氏

革新的「見える」がん治療薬による難治性が
ん克服への挑戦
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（８／８）

2023年２月号

発行 ２０２３．２．２４

『経験交流プラザ～ＤＸとは何か？～』
----- 主催；千葉県職業能力開発協会 -----

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の基本について、イチから解説します！
昨今の社会情勢においてＤＸが推進される背景やその対応の必要性について、わかりやすく解説いた

します。また、他企業との交流の場としてもご活用いただけます。

◆日 時 ： 2023年３月7日（火）１３：30～１６：２０

◆会 場 ： ちば仕事プラザ （千葉市美浜区幕張西４-１-１０）

◆対 象 ： 企業経営者、人事・教育担当者、職業能力開発推進者など

◆参 加 料 ： 無 料 ◆定 員 ： ３０名

◆内 容 ： 『 ＤＸとは何か？』

◆講 師 ： 飛田 宏紀氏 （ユア・ブレイン㈲ 代表 ＩＴコーディネータ、情報処理安全確保支援士）

◆お申込み ： ① E-mailの場合： noreply-semi@chivada.or.jp

事業所名、所在地、電話番号、[連絡担当者：⽒名、所属]、[参加者：⽒名、所属]をお送り下さい。

②FAXの場合・裏⾯申込書に必要事項をご記⼊のうえ、 FAX 043-296-1186 によりお申込み下さい。

◆お申し込み締切 ： 2023年2月28日(火）

◆お問い合わせ先 ： 千葉県職業能力開発協会 総務企画課 TEL ０４３-２９６-１１５０

HP： 千葉県職業能力開発協会 (chivada.or.jp)

特定非営利活動法人
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