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編集＆発行＝ｅ－中小企業庁＆ネットワーク推進協議会
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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★
～エアー遊具からコロナ対策商品誕生～
★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 11 月 17 日更新)
《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）
★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】
《ＰＲ情報》
「令和 3 年度 中小企業「強靱化」シンポジウム」動画を公開しました
《シンポジウム》知的財産シンポジウム 2021（DX と知的財産）を開催します
【関東】
《セミナー》
「ビジネスにおける人権課題の国際的潮流と企業が対応すべきポイント／海外の販路開拓へ、SNS の効果
的な活用法」を開催します
《セミナー》
「女性活躍推進が経営を変えていく～女性も男性もいきいき働ける会社へ～」を開催します
《セミナー》
「中小企業のための“ニューノーマル時代のメンタルヘルスケア”
」を開催します
《セミナー》
「経営革新計画作成支援セミナー」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★
～エアー遊具からコロナ対策商品誕生～
◆遊園地や観光施設、大型商業施設、イベント会場などで子どもたちに大人気の遊具施設。なかでも空気を入れて膨ら
ませるエアー注入式の大型遊具や迷路、プール、ウォータースライダーなどは、夏休みや年末年始といった限られた期
間中でも、低コストに開設・運営・撤収することができるメリットを持つ。このエアー注入式遊具を主力商品に、業容
を拡大してきたのがワン・ステップ（宮崎市）である。

◆創業は 2000 年。当時、宮崎大学大学院農学研究科の学生だった山元洋幸社長が、宮崎市中心街の空き店舗対策事業に
応募し、4 坪のスペースに雑貨店を出したことが始まりだ。冷蔵庫に貼るさまざまな形をしたアクセサリー磁石約 160
種類を店内に並べ、販売した。
「当初は自分がどんな事業をしたいか、できるかが分からなかった」と振り返る。その
後、中古車販売や車椅子の修理・販売なども手がけた。
◆ある時、子ども向けのアトラクションがない観光施設から「場所を貸すから子どもたちが喜びそうなものを探して運
営してみないか」と声がかかった。必死に考えた末、02 年にエアー遊具にたどりついた。イベント遊具を扱う会社は全
国でも数十社しかなく、ライバルが少ない「ニッチ市場」
。工夫次第では十分に戦えると判断した。
◆予想した通り、19 年末までは順風満帆で推移した。しかしそれ以降、新型コロナウイルス感染症の影響によりイベン
トが相次いで自粛となり、業績は暗転。例年は書き入れ時である大型連休も振るわず、20 年 4～5 月の売上高は前年同
月比で 9 割減と激減した。夏場のイベントも軒並みキャンセルとなり、20 年 12 月期の売上高は前期比７割減と大きく
落ち込んだ。
◆逆風を乗り越えるため、山元社長は「エアー遊具で培った空気でものを膨らませる技術を新型コロナ対策に応用でき
ないか」と考えた。その結果、コロナ患者を隔離・検査するエアー注入式簡易陰圧室を大学や地元企業と共同開発。部
屋の中の空気圧を外より低くなるよう設定して、患者が出すウイルスを部屋の外に漏らさない。中の空気は HEPA フィ
ルター付き陰圧装置により、ウイルスを 99.99%以上カットして排気するため、感染拡大防止に大きく貢献する。
◆20 年秋に発売。
「たった 5 分で設置」
「コンパクトに収納」
「オーダーメードでサイズ・仕様変更」など優れた点が評価
され、半年間で全国の病院・介護施設などに約 110 台を販売・納入した。このほかにも、災害時避難所向けパーテーショ
ン「ジョイントエアーパネル」や、熱中症対策向け「冷却ミストテント」
、ワクチン接種会場向け「ゾーニング通路」
「ド
ライブスルーエアテント」など、さまざまな防災・感染症関連商品をラインアップする。さまざまな遊具製品をアピール
する自社ホームページとは独立した防災・感染症関連の専用サイトも開設、事業の柱の一つとして育成する方針で、かつ
て起業家だった山元社長は、若手社員が事業を引っ張っていくことを期待している。
（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 11 月 17 日更新)
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
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★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
～マンガでわかるミラサポ plus シリーズ「はじめての経営計画」編～
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/17003/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★今週のトピックス★
◆◆◆全国◆◆◆
《ＰＲ情報》
「令和 3 年度 中小企業「強靱化」シンポジウム」動画を公開しました
◆中小機構は、10 月 27 日（水）に開催した中小企業「強靱化」シンポジウムを、11 月 30 日まで期間限定で公開しま
す。自然災害や感染症などに遭遇し、それを乗り越えた経験を持つ経営者の基調講演の他、パネルディスカッション等
で、経営の「強靱化」や企業同士の「連携」について考えます。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=7D1MZVgqw3E
……………………………………………………………………………………………
《シンポジウム》知的財産シンポジウム 2021（DX と知的財産）を開催します
◆信州大学は、
「DX と知的財産」を開催します。DX という改革を推進するためには、多様な主体が連携して研究や教
育を進めていくこと、多様な技術・知財やデータを組み合わせることが必要です。本シンポジウムではこれらをテーマ
に議論を深めていきます。
［日時］ 12 月 3 日(金) 14:40～18:00
［場所］ オンライン開催
［参加費］無料

詳しくは、以下のサイトを御確認ください。
https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/suirlo/topics/topics-property/post-101.html
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
◆◆◆関東地域◆◆◆
《セミナー》
「ビジネスにおける人権課題の国際的潮流と企業が対応すべきポ
イント／海外の販路開拓へ、SNS の効果的な活用法」を開催します
◆東京商工会議所は、
「ビジネスと人権」の国際的潮流や企業が対応すべきポイントと、海外販路拡大に向けた SNS の
効果的な活用方法を解説する２部構成のセミナーを開催します。
［日 時］12 月 7 日（火）13:30～16:00
［場 所］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://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-109113.html
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「女性活躍推進が経営を変えていく～女性も男性もいきいき働ける会社へ～」を開催します
◆東京都中小企業振興公社では、中小企業を対象として、
「人材定着」をテーマにセミナーを開催します。令和 2 年度
「東京都女性活躍推進大賞」を受賞した企業の取組事例をご紹介します。
［日 時］12 月 14 日（火）13：30～16：30
［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://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2112/0003.html
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「中小企業のための“ニューノーマル時代のメンタルヘルスケア”
」を開催します
◆東京都労働相談情報センターでは、これからメンタルヘルス対策を推進して
いきたいと考えている中小企業を対象に、メンタルヘルスケアの最新動向や、ニューノーマル時代にあわせた実践的な
アプローチ方法について解説するセミナーを開催します。
［日時］1 日目 12 月 10 日（金） 18：30～20：00
2 日目 12 月 17 日（金） 18：30～20：00
［場所］東京都中央区役所 ８階 大会議室
［参加費］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seminarform/index/detail?kanri_bango=seminar-zchuo-001166
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「経営革新計画作成支援セミナー」を開催します
◆（公財）神奈川産業振興センターでは、中小企業が「新事業活動」に取組み、
「経営の向上」を図ることを目的に策定
する中期的（３～５年）な経営計画となる、
「経営革新計画」作成のポイント等についてお伝えするため、
「経営革新計
画作成支援セミナー」を開催します。
［日時］2021 年 12 月 16 日(木) 14:30～16:30
［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.kipc.or.jp/topics/seminar-event/keieikakusin/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★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】
ビジネスの様々な場面で生じる疑問について専門家が回答する「ビジネスＱ＆Ａ」
、今回は新事業について顧客に訴求す
るため、競合製品との比較表を作りたいという事業者に具体的な手順とポイントを伝授します。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/qa/development/Q1418.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

