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◆「新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報」はこちら。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
◆「令和 2 年 7 月豪雨による災害関連情報」はこちら。
https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/2020/202007gouu/index.html
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
＜今週のインデックス＞
★巻頭コラム★
～「スマートグラス」など将来をにらむ眼鏡メーカー～
★補助金等公募状況のお知らせ★
★こんにちは！ 中小企業庁です★
《新型コロナ関連》月次支援金について(令和 3 年 11 月 1 日更新)
《新型コロナ関連》事業再構築補助金について(令和 3 年 10 月 28 日更新)（再掲）
《新型コロナ関連》新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をパンフレット
にまとめました(令和 3 年 10 月 22 日更新)（再掲）
《原油高対策》原油高の影響を受けた中小企業・小規模事業者に対する対策を行います
《災害情報》令和 3 年 8 月 7 日から同月 23 日までの間の暴風雨及び豪雨による災害が激甚災害として指定されたことに
伴い、追加の被災中小企業・小規模事業者対策を講じます（令和 3 年 9 月 28 日）
（再掲）
《セミナー》第４回情報モラル啓発セミナー「先進テクノロジーと企業経営」を開催します（再掲）
《公募情報》事業承継・引継ぎ補助事業(事業承継トライアル)の３次公募を開始します（再掲）
《ＰＲ情報》
「パートナーシップ構築宣言」を公表した企業が 2,000 社を突破しました（再掲）
★中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポ plus」★
★今週のトピックス★
【全国】
《セミナー》令和 3 年度中小企業再生支援セミナーを開催します
《募集情報》
「商社マッチング in 大阪 2021」の参加企業を募集しています
《募集情報》
「ジェトロ食品輸出オンライン商談会（SMTS）
」の参加企業を募集しています
【関東】
《セミナー》
「パーソナルモビリティが移動を変える！次世代乗物メーカーが語る新市場参入の秘訣」を開催します
《セミナー》発効間近！RCEP 協定活用ウェビナーを開催します
《セミナー》千葉県補助事業「令和３年度事業継続力強化計画策定推進セミナー」を開催します。
【中部】
《イベント》
「メッセナゴヤ 2021」を開催します
★支援機関ニュース★
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★巻頭コラム★
～「スマートグラス」など将来をにらむ眼鏡メーカー～
◆福井県鯖江市は日本で製造される眼鏡の 9 割以上を手掛ける「めがねのまち」だ。1905 年、実業家の増永五左衛門が

豪雪地帯の農閑期でもできる副業として少ない初期投資で現金収入が得られる眼鏡づくりに着目したのが始まりとされ
る。やがてパーツごとに分業体制を取りながら眼鏡がつくられるようになり、いつしか日本を代表する眼鏡産地となっ
た。
◆ボストンクラブはこの鯖江で眼鏡メーカーとして 1984 年に起業。当初は国内外のデザイナーによる OEM（相手先ブ
ランドによる生産）を手掛けていたが、同社は 1996 年に自社オリジナルブランド『JAPONISM』をリリースし、以
来、自前のデザイナー5 人が独自技術に裏打ちされた機能性をもつ眼鏡を発信している。
◆そのひとつが、同社が 2017 年に発売したデバイス機器を簡単に着脱できる眼鏡フレーム『neoplug』だ。同社の小松
原一身代表取締役は「眼鏡産業を発展段階で見ると、第１世代が医療用視力矯正器具、第 2 世代はファッションがメイ
ンだった。次は第 3 世代としてウェアラブルデバイスメガネの時代が来る」と話す。
「スマートフォンやスマートウォッ
チが普及したように、ウェアラブルデバイスとしての眼鏡が必需品になるのではないか」と見る。
◆通信環境はいま、第 5 世代（5G）を迎えている。1G は 1980 年代のアナログ携帯電話、2G は 1990 年代のインター
ネットへの接続、3G は 2000 年代のモバイル機器によるインターネット接続、４G は 2010 年代の LTE 高速化技術だっ
た。５G は高速・大容量・低遅延・多数同時接続で、あらゆる端末がアプリなどのシステムと連携し、日常生活はより
便利に快適になりつつある。確かに、これから「スマートグラス」 が当たり前の時代になってもおかしくはない。
◆眼鏡の産地として世界中に認知されるようになった鯖江だが、中国や韓国で生産された安価な眼鏡が数多く出回り、鯖
江で作られる眼鏡の生産量は現在、1990 年代のピーク時の約半分にまで落ち込んでしまっている。だが「国内外の需要
は確実にある」と小松原社長。実際、コロナ禍でも同社に見知らぬ海外企業から新規発注があった。WEB 上で同社の製
品を探し出し「Made in Japan」の眼鏡がほしいと言ってきたという。
「難しいチタンのプレス加工や微細加工ができる技
術は鯖江にしかない。日本に発注が来る意味を理解し、丁寧なモノ作りと確かな技術力を守っていけば生き残れる。スマ
ートグラスも含め、眼鏡産業の将来は明るく可能性も無限大だ」と前を向いている。
（編集子）
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★補助金等公募状況のお知らせ★
◆補助事業の公募状況一覧表を掲載しています
令和２年度予算／令和元年度・令和２年度補正予算関連事業（補助金等）の公募状況（募集期間（開始予定含む）
、支援
内容、担当課）を掲載しています。
現在利用できる補助事業をご覧いただけます。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/index.htm
……………………………………………………………………………………………
◆中小企業庁が行う入札・調達に関する最新情報を掲載しています
入札説明会や開札の日時、入札説明書の資料等は、政府電子調達システムでご覧下さい。なお、電子調達システムの利
用には、事前の利用者申請等が必要となります。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.geps.go.jp/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★こんにちは！ 中小企業庁です★
《新型コロナ関連》月次支援金について(令和 3 年 11 月 1 日更新)
2021 年の 4 月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、
「飲食店の休業・時短営業」や「外出
自粛等」の影響により、売上が 50％以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
……………………………………………………………………………………………
《新型コロナ関連》事業再構築補助金について(令和 3 年 10 月 28 日更新)（再掲）
中小企業等事業再構築促進事業（事業再構築補助金）は、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれ
らの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等を支援するものです。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

本補助金の申請には G ビズ ID プライムアカウントの取得が必要ですが、応募申請を行う事業者に限っては「暫定 G ビ
ズ ID プライムアカウント」の取得で実施できる運用としております。暫定アカウントの発行方法、留意点は以下をご確
認ください。
https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/gbiz_faq.pdf
……………………………………………………………………………………………
《新型コロナ関連》新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をパンフレット
にまとめました(令和 3 年 10 月 22 日更新)（再掲）
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00
……………………………………………………………………………………………
《原油高対策》原油高の影響を受けた中小企業・小規模事業者に対する対策を行います
中小企業庁は、原油高の影響を受けた中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援策として、日本政策金融公庫等の
制度の実施に合わせて、中小企業・小規模事業者対策を行います。
詳しくは以下のサイトをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2021/211102oil.html
……………………………………………………………………………………………
《災害情報》令和 3 年 8 月 7 日から同月 23 日までの間の暴風雨及び豪雨による災害が激甚災害として指定されたことに
伴い、追加の被災中小企業・小規模事業者対策を講じます（令和 3 年 9 月 28 日）
（再掲）
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2021/09/20210928003/20210928003.html
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》第４回情報モラル啓発セミナー「先進テクノロジーと企業経営」を開催します（再掲）
中小企業庁では、本セミナーにおいて、中小企業・小規模事業者が DX を進める際に注意すべき情報モラルについてご
説明するほか、中小企業・小規模事業者に必要な業績向上に繋がる「営業管理」
「マーケティング」等の「顧客系 DX」
についてご説明するほか、地域課題解決に向けて AI とロボット活用に取り組む中小企業経営者から、実践事例について
講演を実施します。
[日時] 令和３年１１月１８日（木）13:30～16:30
[場所] オンライン（teams）
[参加費] 無料
詳しくは、以下のサイトをご確認ください。
https://www.johomoral.go.jp/2021-4/
……………………………………………………………………………………………
《公募情報》事業承継・引継ぎ補助事業(事業承継トライアル)の３次公募を開始します（再掲）
令和 2 年度第 3 次補正予算事業承継・引継ぎ補助事業(事業承継トライアル)の三次公募が開始されました。本補助金は、
社外の第三者である後継候補者に対して後継者教育を行おうとする企業を募集します。
詳しくは以下のサイトをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/211021shoukei.html
……………………………………………………………………………………………
《ＰＲ情報》
「パートナーシップ構築宣言」を公表した企業が 2,000 社を突破しました（再掲）
2020 年 5 月 18 日開催の「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」での議論を受けて導入した「パートナーシップ
構築宣言」の宣言企業数が、2,000 社を突破しました。
詳しくは、以下のサイトをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211019006/20211019006.html
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★ミラサポ plus 情報★
◆中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポ plus」

ミラサポ plus は、皆様が簡単に情報を探すことができ、申請も便利に行えることを目指したサイトです。
様々な支援の最新情報や、経営課題・お困りごとをサポートするためのお役立ち情報、経営課題を克服された様々な経
営事例も紹介しています。
今週の注目記事
～業績向上の仕組みづくりシリーズ「
“営業プロセスの見える化”の促進編」～
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/16880/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★今週のトピックス★
◆◆◆全国◆◆◆
《セミナー》令和 3 年度中小企業再生支援セミナーを開催します
◆中小企業再生支援全国本部では、中小企業の再生支援事業及び中小企業再生支援協議会・中小企業再生支援全国本部
の活動の啓蒙・普及を目的として、中小企業再生支援セミナーを開催します。
［日時］11 月 30 日（火） 公開開始
［場所］オンライン配信（YouTube）※録画配信となります。
［参加費］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/seminar/index.html
……………………………………………………………………………………………
《募集情報》
「商社マッチング in 大阪 2021」の参加企業を募集しています
◆ジェトロでは、農林水産物・食品を取り扱う事業者を対象に、海外に販路を持つ国内の輸出商社とのオンライン商談
会を開催します。
※本事業は農林水産省補助金事業として実施します。
［日
時］令和 4 年 1 月 19 日（水）～1 月 20 日（木）
［場
所］オンライン
［参 加 費］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.jetro.go.jp/events/osa/c167a9ec8eb8477c.html
……………………………………………………………………………………………
《募集情報》
「ジェトロ食品輸出オンライン商談会（SMTS）
」の参加企業を募集しています
◆ジェトロは「スーパーマーケット・トレードショー2022（SMTS 2022）※」
「デリカテッセン・トレードショー2022
※」の会期をとらえ、事前マッチング形式のオンライン食品輸出商談会の開催を来年２月上旬に予定しており、今回参
加企業を募集
します。
※主催：一般社団法人全国スーパーマーケット協会
［募集期間］令和 3 年 10 月 22 日（金）～11 月 22 日（月）
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.jetro.go.jp/events/afb/45a0463a743a92c7.html
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
◆◆◆関東地域◆◆◆
《セミナー》
「パーソナルモビリティが移動を変える！次世代乗物メーカーが語る新市場参入の秘訣」を開催します
◆東京都中小企業振興公社は、自動車業界の現状や変化を踏まえ、新市場「パーソナルモビリティ」における製品開発
に着目し、開発の課題や市場展望、市場参入に求められる技術について解説するセミナーを実施します。
［日時］11 月 17 日 14：00～16：00
［場所］オンライン開催
［参加費］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2111/0008.html

……………………………………………………………………………………………
《セミナー》発効間近！RCEP 協定活用ウェビナーを開催します
◆いよいよ中国が初めて参加する巨大な EPA（RCEP）が発効されます。関税撤廃等による経営への影響を見据え、貿
易を行う企業以外でも、今後 EPA の知識が必要不可欠となってきます。東京商工会議所では、本セミナーにおいて、
RCEP 協定の基本的な知識やリスクポイント、利用する際の実際の手順について、分かりやすく説明させていただきま
す。
［日 時］ 2021 年 11 月 24 日（水） 14：00～16：00
［場 所］ オンラインセミナー
［参加費］ 無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-108917.html
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》千葉県補助事業「令和３年度事業継続力強化計画策定推進セミナー」を開催します。
（公財）千葉県産業振興センターでは、
「BCP」を策定したいが何をすればいいかわからない、策定にはハードルが高い
と感じている中小企業者等を対象に事業継続力強化計画について学べるセミナーを開催します。
［日 時］12 月 8 日（水）13：30～16：30
［開催方法］Zoom を利用したオンライン開催
［参加費］無料
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
http://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?frmId=3126
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
◆◆◆中部地域◆◆◆
《イベント》
「メッセナゴヤ 2021」を開催します
◆メッセナゴヤ実行委員会では、製造業を中心に 800 社以上が出展する日本最大級の異業種交流展示会「メッセナゴヤ
2021」を本日より開催します。時間や場所の制限なく参加できるオンライン展示会も 19 日まで開催中です！
［日 時］リアル展示会 11 月 10 日（水）～13 日（土）10:00～17:00
※13 日（土）は 16:00 まで
オンライン展示会 11 月 1 日（月）～19 日（金）
［場 所］ポートメッセなごや（名古屋市港区）
［参加費］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.messenagoya.jp/?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email7&utm_campaign=messenagoya_2021
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★支援機関ニュース★
◆中小企業ビジネス支援サイト【J-Net21】
300 以上の業種・職種から選べる開業準備の手引書「業種別開業ガイド」
、今回は「ファイナンシャル・プランナー」で
す。昨今の個人の資産形成への関心の高まりを受けて、注目される FP のビジネスの特徴・開業ステップや具体的な損益
モデルなど紹介します。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/startup/guide/proservice/20211022.html
……………………………………………………………………………………………
◆中小機構イベントカレンダー
2021 年 11 月開催の中小機構関連イベントを掲載しています。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.smrj.go.jp/event/calendar/202111.html
……………………………………………………………………………………………
◆中小企業関係機関リンク集

詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/link/index.htm

