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平成23年5月1日発行
東葛テクノプラザでは無料相談室を開設し、企業のみなさまのお悩み・問題解決に協力いたします。
是非、ご相談ください。

無料相談開催中 ( 要予約） 経営（毎月第1月曜日）発明（毎週火曜日）技術（毎週金曜日）海外進出（随時）

ちば中小企業元気づくり基金事業
（ベンチャー創業支援事業）
ちば中小企業元気づくり基金事業とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構、千葉県、地域金融機
関からの拠出により造成した「ちば中小企業元気づくり基金」を公益財団法人千葉県産業振興センターが運用
し、その運用益により実施する助成事業です。
東葛テクノプラザでは、これから創業を予定する方や、創業間もない事業者の方の、先進的なアイデア、研究開
発及びビジネス創造を支援するため、ベンチャー創業支援事業の事業者を以下のとおり募集しております。
◆助成対象
・千葉県内において創業を予定している方
・千葉県内の中小企業者（法人又は個人）のうち、創業５年未満の方（申請時点において５年未満であれば対象となります。）
◆事業期間
助成金の交付決定の日 ～ 平成２４年２月２８日
◆補助率等
助成対象経費の３分の２以内（交付上限額：１００万円）
◆応募期間 ※申請書の記載漏れや添付資料に不備等がありますと、受付できない場合がありますので、なるべく余裕をもって御提出ください。
平成２３年４月１日（金）～平成２３年５月１３日（金）
申し込み・問い合わせ先
※なお、本助成金は競争的開発資金であり、申請を頂いた後、ちば中小企業元気づくり基金
助成事業審査委員会での厳正な審査を経て、採択・不採択が決定されます。

対象経費等、詳細については東葛テクノプラザHP等をご参照下さい。

定員30名
（先着順）

東葛テクノプラザ
事業推進課
TEL.04-7133-0139
FAX.04-7133-0162

資金繰り対策講座
つ

不況に克

平成23年5月21日（土） 13:30～16:30
東葛テクノプラザでは、企業の経営管理の中枢であり、数管理の基本とも 日 時
平成23年5月26日（木） 13:30～16:30
いうべき「財務管理」に関する講座を開講することにいたしました。
平成23年5月26日（木） 18:00～21:00
昨今の経済状態から判断すると、３ケ月先の状況も全くといってよいほど
＊内容についてはいずれも同じです。
見えません。特に３月１１日に発生した東北関東大地震により、工場の操
業停止や時間短縮、消費の低迷など、日本経済、その大宗を占める中小企 場 所 東葛テクノプラザ 2F 第4会議室
業の経営に大きな打撃をもたらすことが予想されます。売り上げの減少に 講 師 東葛テクノプラザ 事業推進課
専任主幹 東條
洋一 （中小企業診断士）
よって、資金繰りがタイトになることは必須です。
足元の資金繰りがどうなっているのか、また、どうなっていくのか、を十 申込締切
平成23年5月16日
（月）
分に把握して、自社の資金の流れをマークしておく必要があります。
申し込み・問い合わせ先
資金不足が懸念されるようであれば、取引金融機関に対して、時間的余裕
東葛テクノプラザ 事業推進課
を持って、融資依頼や返済猶予の手続きを講じておくことなどが得策です。
TEL.04-7133-1039 FAX.04-7133-0162

入居企業紹介

ツルイ化学株式会社

ツルイ化学（株）は各種化学分析や金属材料の腐食試験、環境計測などを行っている会社です。
柏分室では、有機化合物のスクリーニング分析技術として注目を集めている
「ソフトイオン化質量分析」の研究開発に取り組
んでいます。
同社は、つくば・東葛ネットワーク主催の「技術経営実践講座」の卒業企業でもあり、 この講座で知り合った企業と共同で国の
競争的開発資金に応募し、採択された実績もお持ちです。

Tel. 04-7179-5741

HP http://www.kmtl.co.jp/

発行者 （公財）千葉県産業振興センター 東葛テクノプラザ 所長 山本 修一
〒277-0882 千葉県柏市柏の葉5-4-6 TEL.04-7133-0139 FAX.04-7133-0162 http://www.ttp.or.jp/

無料相談室予約票
注：発明相談の場合は、下表のうち企業名、相談者名、住所、TEL・FAX、相談希望日時のみ
記載してください。
東葛テクノプラザ 事業推進課 tel 04-7133-0139 fax 04-7133-0162
企業名
所在地

相談者名
〒

ＴＥＬ

ＦＡＸ

メールアドレス
業 種
（主要業務）

相談内容

相談希望
日時時間

相談区分

平成

年

月

日 （

）

時

分 ～

時

無料相談室
ア 経営相談

イ 発明相談

ウ 技術相談

エ 海外進出相談

★無料相談室の日程

○経営相談

毎月第１月曜日

○発明相談

毎週火曜日

10:00 ～ 16:00

○技術相談

毎週金曜日

10:00 ～ 16:00

○海外進出相談

随

13:30～

時

13:00 ～ 17:00

分

ちば中小企業元気づくり基金事業（ベンチャー創業支援事業）の御案内
平成２３年４月１日
公益財団法人千葉県産業振興センター
東葛テクノプラザ 事業推進課
電話 04-7133-0139

（公財）千葉県産業振興センターでは、これから創業を予定する方や、創業間もない事
業者の方の、先進的なアイデア、研究開発及びビジネス創造を支援するため、ベンチャー
創業支援事業の事業者を下記のとおり募集します。
１．事業概要
(1)助成対象となる方
・千葉県内において創業を予定している方
・千葉県内の中小企業者（法人又は個人）のうち、創業５年未満の方（申請時点にお
いて５年未満であれば対象となります。
）
※

申請者（連携予定者を含む。
）が、他の補助金・助成金において本件と同一内容
の事業内容で交付決定（内定）を受けている場合は申請できません。

(2)助成対象となる経費
・原材料、消耗品費
・機械装置又は工具器具の購入、製造、改良、据付、借用、保守又は修繕に要する
経費（汎用性が高く使用目的が特定されないものや、販売を目的とするものを除く）
・外注加工費
・専門家謝金、旅費
・委託費
・事務費（会議費、会場借料、通信運搬費、印刷製本費、資料購入費）
・賃金（短期的なアルバイトに限る）
・その他理事長が特に必要と認める経費
※１ 助成対象となるのは、交付決定日以降に行なった活動に係る経費のみです。
※２ 事務用品など汎用性が高いものは助成対象外です。
※３

助成対象経費の大部分（対象経費の５０％以上）が委託費で占められ、助成事
業の中で自社が果たす役割が少ない申請は採択されません。

※４ 営利目的（営利販売のための原材料の仕入れや助成金で作った商品を販売する
こと等）の申請は採択されません。

(3)事業期間
助成金の交付決定の日 ～ 平成２４年２月２８日
(4)補助率等
助成対象経費の３分の２以内（交付上限額：１００万円）
なお、本助成金は競争的開発資金であり、申請を頂いた後、ちば中小企業元気づくり基
金助成事業審査委員会での厳正な審査を経て、採択・不採択が決定されます。
２．応募方法
(1)応募期間
平成２３年４月１日（金）～平成２３年５月１３日（金）
※申請書の記載漏れや添付資料に不備等がありますと、受付できない場合がありま
すので、なるべく余裕をもって御提出ください。
(2)応募方法
持参又は郵送（ファクシミリ、電子メールでの応募はできません）
持参される場合は、土曜日・日曜日・祝日を除く、午前８時３０分～午後５時１５
分までに提出ください。なお、受付時に提出書類の確認を行ないますので、なるべく
早めの時間に御来訪ください。
郵送の場合は、受付最終日必着ですのでご注意ください。
(3)提出書類
・ちば中小企業元気づくり助成事業等助成金交付申請書（様式１－１）
・助成事業計画書（様式１－１・別紙１）
・助成事業内容説明書（様式１－１・別紙２）
・添付資料
書類名
必ず提

①住民票（申請者が創業予定者の場合）
、または、個人事業主開業届の

出いた

写し（税務署の受付印が押印されたもの：申請者が個人事業主の場合）

だく書

または、商業登記簿謄本（申請者が法人の場合）

類

②他の補助金・助成金への応募状況が分かる資料（様式任意。ただし、
応募していない場合には、その旨記載した書面。
）
③千葉県税の納税証明書
○事業者の方 県税事務所で発行される県税の納税証明書

○個人の方

市役所で発行される市県民税の納税証明書または

領収書写し等
④経費の積算根拠となる書類（見積書等）の写し
必要に

①申請者の概要が分かるもの（会社案内、パンフレット等：作成してい

応じ提
出いた

る場合のみご提出ください。）
②事業内容の説明に資するもの（添付は任意ですが、事業内容への理解

だく書

を深めるため、なるべく添付してください。
）

類
※その他、必要に応じて、資料の追加をお願いする場合があります。
様式は下記よりダウンロードしてお使いください。
・ちば中小企業元気づくり助成事業等助成金交付申請様式一式（様式１－１・別紙
１・別紙２）
・記入例
３．審査・交付決定
提出書類に基づき、必要に応じ、申請者から事業内容についてのプレゼンテーショ
ンおよびヒアリング（５月～６月予定：日程につきましては別途ご案内します。）を実
施し、ちば中小企業元気づくり基金助成事業審査委員会による審査を経て、千葉県産
業振興センター理事長が決定します。審査結果（採択または不採択）は、後日、申請
者に文書で通知します。
なお、交付決定した事業については、事業主体名、事業名、事業概要等を公表させ
ていただきます。
４．事業内容の詳細
助成事業の詳細については、下記の交付要領を御覧ください。
（実施結果の報告等、
事業開始後に行なっていただく事項等を記載していますので、必ず御一読ください。
）
ちば中小企業元気づくり助成事業等助成金交付要領
５．問い合わせ・提出先
公益財団法人千葉県産業振興センター 東葛テクノプラザ 事業推進課
〒２７７－０８８２ 千葉県柏市柏の葉５－４－６
電話：０４－７１３３－０１３９

＜応募に際しての注意事項＞
１ 国庫補助金等他の補助金・助成金、競争的資金の採択を受けた事業は、本
事業の助成対象事業とはなりません。
他の制度への応募状況、採択の結果等をお申し出ください。この申出に漏
れがあった場合には、交付決定後であっても、本事業の採択の取消し等を行
うことがあります。
２ 助成金の対象は、交付決定日以降に支出した経費となります。それ以前に
支出した経費は対象となりません。交付決定日以降、事業に着手してくださ
い。
３ 必要に応じ申請者より直接事業内容を審査委員会委員に説明していただき
ます。日時は別途お知らせしますので、必ず出席してください。
４ 応募に関連して提供された個人情報については、公益財団法人千葉県産業
振興センター個人情報保護規程に基づき取り扱います。また、採択された事
業の助成対象者、事業概要等につきましては、当財団ホームページで公表す
るほか、新聞社や関係機関への資料提供等を行います。

東葛テクノプラザ主催による

不況に打ち克つ
「資金繰り対策」講座開講の御案内
東葛テクノプラザでは、企業の経営管理の中枢であり、数管理の基本ともいうべき「財務管理」に関する講座を開講する
ことにしました。第一弾として、不況に打ち克つための「資金繰り対策」講座を開講することになりました。
昨今の経済状態から判断すると、３ケ月先の状況も全くといってよいほど見えません。特に３月１１日に発生した
東北関東大地震により、工場の操業停止や時間短縮、消費の低迷など、日本経済、その大宗を占める中小企業の経営
に大きな打撃をもたらすことが予想されます。売り上げの減少によって、資金繰りがタイトになることは必須です。
足元の資金繰りがどうなっているのか、また、どうなっていくのか、を十分に把握して、自社の資金の流れをマー
クしておく必要があります。資金不足が懸念されるようであれば、取引金融機関に対して、時間的余裕を持って、融
資依頼や返済猶予の手続きを講じておくことなどが得策です。
この機会を見逃すことなく、多数の皆様方が参加されますように、ご案内申しあげます。
平成２３年５月吉日

●日

（公財）千葉県産業振興センター
東葛テクノプラザ所長 山本修一

時 ① 土曜版 平成２３年５月２１日（土） 午後１時３０分から午後４時３０分まで
② 昼間版 平成２３年５月２６日（木） 午後１時３０分から午後４時３０分まで

③ 夜間版 平成２３年５月２６日（木） 午後６時から午後９時まで
（内容についてはいずれも同じです。
）
●会
場 東葛テクノプラザ ２階 第４会議室
●講
師 東葛テクノプラザ・事業推進課 専任主幹 東條洋一（中小企業診断士）
● 参加費 無 料
●定
員 各３０名（定員になり次第締切）
● 申込方法 参加申込書によりＦＡＸにてお申し込みください。準備の都合上、５月１６日（月）までに、お申し込みください
ますようにお願い申しあげます。
● 説明内容
① 資金とはどういうものかを考えよう
② 資金繰りの基本的な仕組みを知ろう
③ キャッシュ・フローに着目しよう
④ 資金繰り計画表を作成しよう
⑤ 資金繰りを改善するために

参加申込書 ＦＡＸ 04-7133-0162 東葛テクノプラザ 事業推進課 宛
事業所名

事 業 所 名：

及び業種

業種（主要業務）：

連 絡 先

住 所：
ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

参加者

役 職：

参加

職・氏名

氏 名：

区分

※つくば・東葛ネットワーク事業 東葛テクノ会後援

（いずれに○をお付けください）
① 土曜版

②昼間版

③夜間版

