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中小企業庁／中小企業基盤整備機構
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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★
～「地域と共に」を合言葉に地域の発展に尽くす中小企業応援士～
★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)（再掲）
《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（再掲）
《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】
《ご案内》職務分析・職務評価の活用解説や導入事例紹介の動画をご案内します
《募集情報》
「ジェトロ食品輸出オンライン商談会（FOODEX）
」の参加企業を募集しています
《イベント》
「第 17 回 JNB 新事業創出全国フォーラム in 神奈川」を開催します
【関東】
《セミナー》
「外国人材採用・定着講座：一般人材コース～採用準備編～」を開催します
★調査・研究レポート★
★支援機関ニュース★
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★巻頭コラム★
～「地域と共に」を合言葉に地域の発展に尽くす中小企業応援士～
◆中堅・中小企業が大手に勝つための戦略の一つが地域密着といわれるなか、
「地域と共に」を合言葉にしているのが西
光エンジニアリング（静岡県藤枝市）だ。同社は工場を持たないファブレス型の企業で、資本金や従業員数など企業規
模の拡大は目指さない。かわりに、キラリと光る技術を活かしてニッチな分野でトップを目指すとともに、地域の発展
に尽力しようという「マイクロビジネス型の地域企業」を経営目標に掲げている。

◆同社の創業者で代表取締役の岡村邦康氏はもともと、茶どころで知られる静岡県島田市内の製茶機メーカーに勤務。
創業後は、そこで培った技術や経験をもとに焙煎機と乾燥器の設計・開発を手掛けてきている。とくに焙煎について
は、創業以来、業界大手・伊藤園の麦茶の焙煎機の製造を行っており、収益の柱となってきた。一方、乾燥分野では、
気流導入型のマイクロ波減圧乾燥機を世界で初めて実用化。ドライフルーツや船舶用食材・非常食など主としてニッチ
な業界向けの専用機として存在感を示している。
◆こうした企業活動のかたわら、地域密着の活動にも汗を流す。2016 年には岡村氏が会長となって「藤枝と宮古島の交
流を進める会」を発足させた。同社は、沖縄・宮古島モズクを用いた新商品の開発・販売や、宮古島で仕入れて駿河湾
の深層水で養生した海ブドウの商品化・販路開拓など、宮古島との連携事業を推進してきた。こうした地道な取り組み
が端緒となり、2011 年には同社の所在地・藤枝市と宮古島市との友好都市提携が実現した。これを受けて岡村氏は同会
を設立したのだ。コロナ禍前は、宮古島の産業まつりに同会のブースを出展して藤枝の産品を販売したり、藤枝大祭り
で宮古島紹介ブースを設けたりと、相互に訪問して活発な交流を行っていた。
◆さらに 2019 年には、
「茶の都・藤枝」を目指し、茶農家や茶商、製茶機メーカー、飲料メーカーといった関係者が一堂
に会す「藤枝茶を何とかしようプロジェクト」を設立した。藤枝市の農商工連携・6 次産業化ネットワーク連携事業とし
て着手したもので、藤枝茶の生産量増加をめざし、藤枝茶由来の食品用セルロースナノファイバー（CNF)を使った新たな
茶加工品や飲料の開発を進めるなど、地域の活性化に向けた活動を行っている。中小企業応援士でもある岡村氏は、
「
『地
域と共に』を合言葉に、地元の皆さんと寄り添いながら地域の発展のために尽力していきたい」と、その意気込みを語っ
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（再掲）
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
～支援機関とともに「商工会編３」～生き残りをかけて、印刷技術を活かして、新事業に挑戦～～

https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/16961/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★今週のトピックス★
◆◆◆全国◆◆◆
《ご案内》職務分析・職務評価の活用解説や導入事例紹介の動画をご案内します
◆厚生労働省は、パートタイム・有期雇用労働法の同一労働・同一賃金に関する対応に向けて、有効な手段である「職
務分析・職務評価」の解説や導入事例を動画コンテンツとして公開しています。
[利用料]無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://shokumu-hyoka.jp/
……………………………………………………………………………………………
《募集情報》
「ジェトロ食品輸出オンライン商談会（FOODEX）
」の参加企業を募集
しています
◆ジェトロは「FOODEX JAPAN 2022（第 47 回国際食品・飲料総合展示会） ※1」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月下旬に開催します。
※1 主催：一般社団法人日本能率協会
※2 本事業は農林水産省補助事業として実施します。
［募集締切］令和 3 年 11 月 29 日（月）
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
http://www.jetro.go.jp/events/afb/1628eafbc5f86003.html
……………………………………………………………………………………………
《イベント》
「第 17 回 JNB 新事業創出全国フォーラム in 神奈川」を開催します
◆中小機構では、新市場・新事業創出に向けた事業展開を推進するため、
「第 17 回 JNB 新事業創出全国フォーラム in 神
奈川」を開催。ニューノーマル時代の経営を考える機会を提供します。
［日時］12 月 14 日（火）13:30～18:30
［形式］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://k-nbc.jp/forum2021/index.html
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
◆◆◆関東地域◆◆◆
《セミナー》
「外国人材採用・定着講座：一般人材コース～採用準備編～」を開催します。
◆東京都は、外国人材の採用や活用にご関心のある中小企業を対象に講座を開催します。人材の募集チャンネル、注目
される求人票の書き方、面接時に見極めるポイントなど、採用活動に活用できるノウハウをお伝えします。
［日程］2021 年 11 月 26 日（金）13:30～16:00
［場所］東京外国人材採用ナビセンター/オンライン（ZOOM）
［参加費］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://tir-navicenter.metro.tokyo.lg.jp/seminar/2021_11_26/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★調査・研究レポート★
◆早期景気観測調査（10 月調査・2021 年 10 月 29 日発表：日本商工会議所）
今月のトピックス
「新型コロナウイルスによる経営への影響」
「2021 年度の設備投資の動向」
今月の基調判断
「業況ＤＩは、
、改善も、依然として厳しさ続く。 先行きは、回復への期待感広がるもコスト増に懸念」

詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://cci-lobo.jcci.or.jp/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★支援機関ニュース★
◆中小企業ビジネス支援サイト【J-Net21】
カレーショップは、家庭料理の代表とも言われるカレーの専門店であり、とくに 30～50 代男性の間で人気が高い。JNet21 では、カレーショップについての消費者の利用状況や利用意向を、アンケート調査を元に探ります。詳しくは、
以下のサイトをご覧ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/startup/research/restaurant/cons-curryshop2.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.html

