
新型コロナ感染拡大はいまだ出口が全く見えず、経済との両立のバランスが難しい昨今です。
メルマガ10月号は 雇用調整助成金特例措置の延長等助成制度４件､セミナー・研修等５件をご紹介します。

補助金･セミナー等情報のご案内 2020年１０月号
（１／９）

助成制度等

発行 ２０２０。１０．９

『 新型コロナ感染症に係る「雇用調整助成金」の特例措置の延長』
----厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク ----

本メルマガ９月号で取上げましたが、正式に雇用調整助成金の特例措置を令和２年１２月３１日まで延長します。
◆ 「雇用調整助成金とは？」
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育・訓練
又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するものです

◆新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
【特例の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主（全事業主）

【特例措置の内容】※下線が4月1日から12月31日までの休業等に適用
（※その他は休業等の初日が１月24日から12月31日までの場合に適用）

◎助成内容・対象の大幅な拡充
①休業手当に対する助成率を引き上げ（中小企業4/5、大企業2/3）
②解雇等行わない場合、助成率の上乗せ（中小企業10/10、大企業3/4）
※助成額の上限を対象労働者１人１日当たり15,000円に引き上げ
③教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ ⇒（中小企業2,400円、大企業1,800円）
④新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が６か月未満の労働者も助成対象
⑤１年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
⑥雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に

※お問い合わせ先 ： 市原商工会議所・市原市産業支援センター（五井会館・特設相談窓口）

ＴＥＬ ０４３６-９８-２６１１ ＦＡＸ ０４３６-９８-２６２１ Ｅメール 1sapo@i-cci.or.jp
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2020年１０月号

（２／９）

『 Go To 商店街事業のお知らせ』
----経済産業省 ----

本事業は、３密対策等の感染拡大防止対策を徹底しながら、商店街等がイベント等を実施することにより、周辺
地域で暮らす消費者や生産者等が「地元」や「商店街」の良さを再認識するきっかけとなる取組を支援するものです。
各地域で、消費者や生産者との接点を持つ「商店街」が、率先して「地元」の良さの発信や、地域社会の価値を見
直す契機となる取組を行い、地域に活気を取り戻していくことを通じて商店街の活性化につなげることがねらいです。
そのような取組を全国津々浦々で展開すべく、Go To商店街事務局からイベント等を実施する商店街等の募集を

行います。 商店街等よりご応募いただいた提案について、審査を経て、実施する商店街等を決定します。
次の通り、Go To 商店街事務局からイベント等を実施する商店街等の募集を実施致します。募集開始にあたって

は、本ホームページ及び事務局ホームページ（10月15日（木曜日）開設予定）にてお知らせ致します。

◆先行募集※募集中 【対象事業】
10月19日（月曜日）～11月30日（月曜日）に開始する事業

【募集開始日】
10月2日（金曜日） ※事業の開始時期ごとに応募締切を設定

◆通常募集 【対象事業】
12月1日（火曜日）～2月14日（日曜日）に開始する事業
※令和3年2月14日（日）までに事業終了すること
【募集開始日】

10月30日（金曜日）（予定） ※事業の開始時期ごとに応募締切を設定
◆本事業について、商店街等の申請者向けの『説明会』を実施します。

全国各ブロック毎に説明会を実施しますが、ブロック毎に申請フォームが異なります。関東ブロックのURLは、

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxi8c5pRkZC35j9UJodmHM_qNxseFmO3E_TUX7WwdIoeEnrQ/viewf

orm

◆お問い合わせ先：GoTo商店街事務局 電話：０３-５５４４-７６１３、中小企業庁商業課 電話：０３-３５０１-１９２９

経産省GoTo商店街HP： https://www.meti.go.jp/covid-19/goto-shoutengai/index.html
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『 Go To EAT キャンペーン（千葉）の取り組み』
---- GoTo EATキャンペーン千葉県事務局 ----

Go To Eat キャンペーンが開始されましたが、千葉県では「Go To Eat キャンペーン千葉県プレミアム付食事
券」事業を開始します。取扱事業者（千葉県内加盟引照点）の募集を9月15日から開始しました。

◆利用対象事業者 ： 千葉県内の加盟飲食店
◆食事券の内容

(1)最大発行額 １００億円 （内、プレミアム分２０億円）
(2)プレミアム率 ２５％
(3)発行数 ８０万冊 （電子クーポン７２万冊・紙クーポン８万冊）

①電子クーポン： LINEで友達登録をした後ｽﾏﾄﾌｫﾝ等でカード決済で購入
②紙クーポン： １セット＝1000円券×10枚 + 500円券×5枚

ハガキによる抽選、当選者に引換券を送付、指定された購入箇所（県内の商工会・
商工会議所及び東武トップツアーズ店舗）で引換券を提示し現金で支払い、紙ｸｰﾎﾟﾝを受取る。

(4)食事内容 ①食事券は、1冊10,000円で販売。お一人様１会計につき２冊まで購入可能
②食事券の利用制限は、加盟店での飲食及びﾃｲｸｱｳﾄ。加盟店が行うﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰｻｰﾋﾞｽは利用可

◆取扱い事業者募集期間
令和2年9月15日(火）～令和3年1月31日(日）まで、いつでも申し込み可能！

◆食事券 販売期間 有効期間
①電子クーポン Ｒ２年10月8日(水）～R3年1月31日(日）まで。 R2年10月8日～R3年3月31日まで
②紙クーポン 抽選受付 R2年10月8日（水）～R2年10月30日(金） R2年11月上旬～R3年3月31日まで

抽選結果 R2年11月上旬に当選者にハガキで返信
引換期間 R2年11月上旬～11月下旬を予定(平日10：00～16：00）

◆事業者登録申し込み・問い合わせ先
Go To Eatキャンペーン千葉県事務局 東武トップツアー㈱内 TEL：0570-052-080 （平日10:00～19:00）

◆消費者問い合わせ先 同上 TEL：0570-052-120 （平日10:00～19:00）

2020年１０月号

（３／９）
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2020年１０月号

（４／９）

『第２回研究開発助成金公募のご案内』
----三菱ＵＦＪ技術育成財団 ----

三菱ＵＦＪ技術育成財団は、技術志向型の中小企業の新技術、新製品の研究開発に対する助成金交付事業を行います。

研究開発をお考えの中小企業の皆様 活用しましょう！

◆応募資格者 ： 原則として設立または創業後もしくは新規事業進出後５年以内の中小企業または個人事業者

◆助成対象プロジェクト ： 現在の技術水準からみて、新規性があり、技術水準が高く、原則２年以内事業化の可能性が
あるもの（他の助成金との併願も可能）

◆助成金の使途 ： 研究開発のために必要な調査研究費、設計費、設備費、試験費、試作費など

◆助成金額 ： １プロジェクトにつき ３００万円以内 且つ 研究開発対象費用の１／２以下
※助成金の返還の義務はありません

◆助成金を受ける者の義務 ： プロジェクトの状況や助成金の費消状況の定期報告等
◆公募期間 ： 第１回目 ２０２０年４月２０日～５月２０日 （交付決定・助成金受付は９月 ）

第２回目 ２０２０年９月２０日～１０月２０日 （ 同上 翌年２月 ）

◆審 査 ： 申込みのプロジェクトについて、当財団が調査・完了後、審査委員会の審議を経て、諾否を決定します。
＜審査内容＞ (1) プロジェクトの新規性、市場性

(2) プロジェクトの実現可能性
(3) 経済・社会への貢献内容など

◆申請手続き ： 所定の申請書に必要事項を記入の上、下記の添付資料とともに等財団宛書留にて送付します。
・添付資料 (1)会社経歴書 (2)主要製品カタログ

(3)直近期の営業報告書、決算書 (4)プロジェクトの具体的資料

◆お問合せ先 ： 三菱ＵＦＪ技術育成財団 〒105-0014 東京都港区芝２丁目４番３号 三菱東京ＵＦＪ銀行芝ビル2階
照会時間 ９：００～１７：００(土曜・日曜・祝日を除く) ＴＥＬ：03-5730-0338 FAX：03-5232-0518
電子メール info@mutech.or.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ： http://www.mutech.or.jp/subsidy/index.html
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2020年１０月号
セミナー･イベント

本号ではセミナー・イベント等５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。

発行 ２０２０．１０．９

『中小企業向け生産性向上を目指した省ｴﾈ推進による経営改善ｾﾐﾅｰ』
----- 主催；ＮＰＯテクノサポート 共催；銚子信用金庫 後援；千葉県、千葉県産業振興センター -----

～省エネ、経営改善に興味のある企業様 必見です！！～
コロナ禍ますます環境に優しく経費削減につながる「省エネ」が注目されています。省エネには、ＬＥＤ照明の

導入など設備投資を伴うものと現業務の運用改善により生産性向上により省エネ推進を図るものがあります。本

セミナーでは、省エネと省エネを目指した経営改善ための具体的な進め方を紹介します。

相談会もあります！ 省エネ・経営改善に興味のある方、企業様は是非ご出席ください！

◆日 時 ： ２０２０年１１月６日（金） １３：３０～１６：４０
◆場 所 ： 銚子信用金庫・旭研修センター （旭市ロの８３２番地）
◆対 象 者 ： 省エネ、経営改善に興味のある方、企業様
◆内 容 ： 【第１部】 セミナー １３：００～１６：１０

1. 省エネと経営改善
2.生産性向上を目指した運用改善による省エネ推進

講師 垣内 康伸 氏 （千葉県中小診断士協会 中小企業診断士）
3. 省エネ事例

講師 鈴木 伸孝 氏 （省エネルギーセンター 総括主幹）
4. 省エネに関わる補助金制度と助成策

講師 赤坂 邦雄 氏 （ＮＰＯテクノサポート 理事）
5.  千葉県の温暖化対策と省エネ取組みについて

講師 千葉県環境生活部 循環型社会推進課
【第２部】 相談会 １６：１０～１６：４０

省エネ相談の実施・支援を無償で受けられる国の制度をご紹介
◆受 講 料 ： 無 料 ◆お申込み方法 ：添付のチラシに記入の上、ＦＡＸ（0479-24-4591）で送付ください。
◆お申込･お問合せ先： 銚子信用金庫 地域サポート部 事務局 銚子市双葉町５-５ TEL 04７９-21-5522

FAX 0479-24-4591。 ＮＰＯﾃｸﾉｻﾎﾟｰﾄ URL http://www.npo-tsupport.org/shoene_2020.html
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2020年１０月号

発行 ２０２０．１０．９

２０２０年度 第１回 ＩｏＴ実習講座

『 各種センサーで自作できる簡単ＩｏＴ実習講座』
-----主催；千葉県ＩｏＴ推進ラボ、千葉県情報ｻｰﾋﾞｽ産業協会他 共催；市原市・市原商工会議所-----

～職場の温度や機械の稼働状況を簡単に見える化！ 初心者から学べるＩｏＴ実習講座！～

•IoTって何だろう？何が出来るのだろう？難しくない？

•IoTを自社に導入したいが、何から手を付けたらいいのだろう？

•コロナ禍のニューノーマルな働き方を考えるとIoTの積極的な利用が必要と思うが・・・

工場内、職場内の温湿度を自動で測定し離れた場所でモニタリングしたい、工業用機器や建設機械の稼働状況

を離れたところから確認したい、危険エリアに近づく人数をカウントして予防保全したい、などなど普段から感じて

いる悩みは数多くあります。これらはIoTで簡単・安価に解決できます！これを機会に一緒に勉強しましょう！

◆参加対象者 ： 企業経営の皆様、業務部門・計画部門・情報システム部門の皆様等

◆実施場所 ： オンラインＷＥＢ方式で実施します （接続方法は後日連絡します）

◆日 時 ： 令和２年１１月１１日(水）１０時～６時３０分

◆内 容 ： ◎午前の部：IoT座学（基礎）10：00～12：30 ◎午後の部：IoT実習講座（基礎）13：30～16：30

・IoTって何？（どんなことができるの？） ・各種センサーの利活用方法

・IoTを構成する技術の基礎（ｾﾝｻｰ､ﾏｲｺﾝ） ・マイコンプログラミングの基礎

・IoT導入の事例紹介（ﾘﾓｰﾄ監視など） ・インターネット接続の基礎

・IoT導入の費用対効果 ・IoT利活用のポイント 等

◆参 加 料 ： 無 料 ◆定 員 ： １５名 （市原市内事業者を優先させていただきます）

◆申込方法 ：事前に添付の申込用紙に必要事項を記入し下記申込先へFAXもしくはメールにてお申込み下さい。

◆申 込 先 ： 市原商工会議所 中小企業相談所 〒290-0081 千葉県市原市五井中央西1-22-25

お問い合わせ先 TEL：0436－22－4305 FAX：0436－22－4356 e-mail：1sapo@i-cci.or.jp
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2020年１０月号

市原市特定創業支援事業

『 いちはら創業スクールが開講！』
----- 主催；市原商工会議所（市原市産業支援センター） 後援；市原市 -----

～市原で創業しよう！ コロナに負けない起業家を目指す 5日間コース！～

市原市では、起業を希望する方や起業間もない方をワンストップで支援する体制を構築し、各種支援事業を行っていま
す。 この一環として、具体的に起業を希望している方を対象に、創業支援で実績多数の中小企業診断士を講師に迎え、
「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」などに係る知識の習得や事業計画書の作成を通じて、起業に関する実践的
な知識を習得することを目指す「実践！第2期いちはら創業スクール」を開校します。
本スクールを修了した創業者は、市が修了書を交付することにより、会社設立時の登録免許税の軽減、創業関連保証
枠の拡充などのメリットを受けることができます。実践的な起業の知識を習得したい方は、ぜひ、お申込みください。

◆対象者 ： 創業を予定されている方、創業間も
ない経営者、後継者(事業承継者）、
若手経営者、新事業を考えている方等

◆会 場 ： 市原商工会議所
(市原市五井西１-２２-２５）

◆受講料 ： 無 料
◆定 員 ： ２０名 (先着順）
◆講 師 ： (一社)千葉県中小企業診断士協会
◆カリキュラム： （右表を参照）
◆申込方法 ： 添付の申込書に必要事項を記入し

FAX]またはメールでお申込み下さい。
◆お申込み・お問い合せ ：市原商工会議所

FAX：0436-22-4356 TEL：0436-22-4305
Eメール： 1sapo@i-cci.or.jp

発行 ２０２０．１０．９
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2020年１０月号

発行 ２０２０．１０．９

企業経営者向けセミナー

『 小規模事業者持続化補助金申請書の作り方』
----- 主催；千葉県よろず支援拠点 共催；日本政策金融公庫-----

～ まだ間に合う！12月10日(木）締切に向けた申請書づくりを指南します！！～

初めて「小規模事業者持続化補助金」の申請に挑戦される方向けのセミナーです。

補助金の概要を説明した後に、申請書類の作成手順をお教えし、商工会議所に提出する資料の確認も行います。
申請書類を書くのが苦手な方も、丁寧にお教えいたしますので、安心してご参加いただけます。

WEB参加も可能です！ 是非ご参加ください！

◆日 時 ： ２０２０年１０月２３日（金） １４：００～１６：００ （受付１３：４５～）
※セミナー受講者は、個別相談も受け付けます、電話、メールにてご希望の日時をご連絡下さい。

◆場 所 ： 千葉県産業支援ｾﾝﾀｰ よろず支援拠点（千葉市美浜区中瀬2-6-1WBGﾏﾘﾌﾞｲｰｽﾄ23F・WEB配信）

◆対 象 者 ： 個人事業主・小規模事業者

◆募集人員 ： ４名 （申込先着順）・WEB配信希望者

◆参 加 費 ： 無 料

◆ご用意していただくもの ： 特になし。

（但し,小規模事業者持続化補助金の公募要領(第４版：２０２０年６月１５日）を事前にご用意下さい）

◆講 師 ： 尾崎 佳貴 氏 （よろず支援拠点コーディネーター、中小企業診断士)
◆お申込み方法 ：添付の参加申込書に所定事項を記入し、ＦＡＸ又はメールでお申し込みください。
◆お問い合せ先 ： 千葉県よろず支援拠点

ＦＡＸ ０４３－２９９－３４１１ Ｅメール yorozu@ccjc-net.or.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： https://yorozu.ccjc-net.or.jp/seminar/20201023pm/
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『 新人・中途採用社員 ブラッシュアップ研修』
----- 主催；千葉県職業能力開発協会 -----

社会人となり、経験が積まれる中で、もう一度キャリアを振り返り、業務の基本に立ち返ります。

新入社員研修で習得した内容を更に深め、会社に貢献する自ら考え行動する社員の基本を習得します。
本研修では、業務において「なぜそう考えるのか？」という根拠を明確に示し、気づきと深い理解を
つくり、会社を代表する社員としての意識と態度を洗練します。

◆日 時 ： ２０２０年１１月１７日（火） ９：３０～１６：３０
◆場 所 ： ちば仕事プラザ （千葉市美浜区幕張西４-１-１０）
◆対 象 者 ： ・入社６ヶ月位の新入社員

・中途採用社員
◆研修内容 ： 1. グループワーク実習 3. 企業に貢献する人材のあり方

・振り返り、自身の課題の明確化 ・仕事の遂行に必要な11の意識・視点
2. 会社組織に基礎 ・タイムマネジメント
・会社組織とは ・会社の目的 4. 社内コミュニケーション実習
・会社の種類・自身の役割の理解 ・上司との報連相の仕方

・会議の参加の仕方
・段取りの仕方

◆講 師 ： 西脇 清司 氏 （㈱サービスクリエイト ＳＣビジネスアカデミー塾長）
◆定 員 ： １２名 （申込先着順）
◆受 講 料 ： 協会会員 ： １３,０００円 一般 ： １７,０００円 （資料代・消費税含む）
◆お申込み方法 ：参加申し込みは添付のチラシに必要事項を記入の上、ＦＡＸでお申込み下さい。

◆お申し込み・お問い合せ先 ： 千葉県職業能力開発協会［総務企画課］
TEL 043-296-1150 FAX 043-296-1186 URL http://www.chivada.or.jp/
〒261-0026 千葉市美浜区幕張西4-1-10
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