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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★
～32 歳のリーダーが率いる子供用品チェーン～
★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★
《補正予算》令和 3 年度補正予算案の閣議決定について(令和 3 年 11 月 26 日更新)
《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 26 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】
《公募》
「モール活用型 EC マーケティング支援事業」参加事業者を募集します
《セミナー》
「同一労働同一賃金」対応に向けた待遇の点検方法についてセミナーを開催します
《セミナー》IP ePlat「第 2 回 IP ランドスケープセミナー」などを配信！！
《セミナー》医工連携セミナーを開催します
《セミナー》
「地球環境問題に関係する３つの技術」を開催します
【関東】
《募集情報》
「TOKYO 特定技能 Job マッチング」への参加企業を募集します
《セミナー》
「令和 3 年度東京都中小企業知的財産シンポジウム」を開催します
《セミナー》
「EC サイト（ネットショップ）売上 UP セミナーを開催します
【中部】
《セミナー》地域と特許庁を結ぶイベント「つながる特許庁 in 津＆長岡」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★
～32 歳のリーダーが率いる子供用品チェーン～
◆全国に 1020 店舗を展開し、乳幼児の衣服から紙オムツ、粉ミルクまで子供用品の豊富な品ぞろえと低価格が売り物の
西松屋チェーン（兵庫県姫路市）
。小さい子供を持つ家の人が、車など何らかの交通手段で、長くても 20 分か 30 分で買
い物に行ける場所に店舗を構えているので、白ウサギの「ミミちゃん」の看板を見知っている人は多いかもしれない。
◆同社チェーン店の通路は広い。通路が広ければ買い物客同士がベビーカーですれ違ってもスムーズに移動できるし、
客がいても商品搬入の邪魔にならない。3 密回避が求められるコロナ感染対策にも役立つ。衣類はハンガーで吊り下げて
あり、サイズやデザインが一目でわかる。ハンガー吊り下げ式の衣類なら、たたみ直して整理する必要がない。従業員
は 2、3 人しかいない。低コストで運営が可能だからだ。
◆代表取締役社長 COO（最高執行責任者）は 2021 年８月 21 日付けで専務執行役員社長補佐室長から昇格した大村浩
一さん。前社長の長男で 1987 年生まれの 32 歳だ。1956 年、乳幼児の衣類などを販売する「赤ちゃんの西松屋」を創
業した祖父、大手鉄鋼メーカーから転身し製造業のノウハウで効率性を追求し業容を拡大した父の跡を継いだ 3 代目
は、東大法を卒業後、みずほ銀行に入行したが、父に請われて 2014 年に入社した。
◆同社の 20 年 2 月期決算は 25 期連続増収を実現したものの減益だった。利益が出なかった原因は同業他社との競争激
化、売れ残り衣料品の「値下げロス」
、過剰仕入れによる在庫増だ。新社長はそれまで一部の担当者が判断していた仕入
れ量を会社全体で一元管理し、在庫状況を現場から経営陣まで共有する仕組みを導入した。ボトムアップだった仕入れ
をトップダウンに 180 度転換したことで、売れ残り処分による損失は 4 割以上縮小した。
◆次の目標は、11 月 11 日正午にオープンした自社 EC「西松屋公式オンラインストア」の拡充だ。コロナ禍でオンライ
ンショッピング市場は伸びている。プライベートブランド「エルフィンドール（ELFINDOLL） 」や「スマートエンジ
ェル（SmartAngel）
」をはじめとするベビーグッズを中心に揃え、チラシ掲載のセール商品なども取り扱い、売り上げ増
を図る。
◆近い将来は店舗を 1500 店に増やし、コロナ収束後は海外出店も視野に入れている。
「私より若い社長は IT ベンチャー
企業などにもたくさんいる。デジタル化が進んで世の中の変化がどんどん激しくなるなか、若い世代がけん引していくこ
とが大事。ものおじせずにチャレンジしていきたい」と話す。若きリーダーのかじ取りに注目だ。
（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★
《補正予算》令和 3 年度補正予算案の閣議決定について(令和 3 年 11 月 26 日更新)
令和 3 年度補正予算案が閣議決定されました。中小企業支援施策として、事業復活支援金、資金繰り支援、ものづくり
補助金等の生産性革命推進事業、事業再構築補助金が計上されております。
詳しくは以下のチラシをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/hosei/leaflet.pdf
……………………………………………………………………………………………

《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 26 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◆◆◆
《公募》
「モール活用型 EC マーケティング支援事業」参加事業者を募集します
◆中小機構は、新型コロナウイルス感染症拡大により、業績に影響を受けている中小企業・小規模事業者様を対象に、
EC を活用した販路開拓に必要な知見や実践経験を獲得し、自社の販売拡大につなげる自立を目指した支援を実施しま
す。

詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://ecmall.smrj.go.jp/
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「同一労働同一賃金」対応に向けた待遇の点検方法についてセミナーを開催します
◆厚生労働省では、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た待遇の点検方法につい
て、
「パートタイム・有期雇用労働法の対応のための取組手順書」を基に実践的なワークや解説を行うセミナーを開催し
ます。
[日時]令和３年 12 月 15 日以降、複数回開催予定（詳細は下記サイトにて案内予定）
[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://equalpay-equalwork-symposium.com/site/
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》IP ePlat「第 2 回 IP ランドスケープセミナー」などを配信！！
◆独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）の大好評知的財産オンライン学習ツール「IP ePlat」にて、IP ランド
スケープや、ソフトウエア関連発明についてわかりやすく学べる教材をリリースしております。最新のリリースは全て
トップページから視聴可能です。
［日時］ 配信中
［場所］ オンライン配信
［参加費］ 無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください(おすすめコースより視聴可能です)。
https://ipeplat.inpit.go.jp/Elearning
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》医工連携セミナーを開催します
◆地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターでは、先端工学を融合させた医工連携技術をテーマとし、最新のテ
クノロジーを盛り込んだ医療技術を紹介するセミナーを実施します。
［日時］12 月 20 日（月）14：00～16：50
［形式］オンライン開催(Zoom ウェビナー)
［参加費］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.ifys.jp/ikorenkeiseminer2/
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「地球環境問題に関係する３つの技術」を開催します
◆りそな中小企業振興財団と京都工芸繊維大学は、中小企業経営者や技術者を対象に技術交流会を開催します。地球環
境問題に高い関心をお持ちの中小企業にとって、 ビジネスの参考となる最新の研究シーズを紹介します。
［日 時］１２月２４日（金）13：30～17：30
［会 場］Webex によるオンライン開催
［参加費］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.resona-fdn.or.jp/event/index/170#item_id2533
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
◆◆◆関東地域◆◆◆
《募集情報》
「TOKYO 特定技能 Job マッチング」への参加企業を募集します
◆東京都は、都内中小企業と就労を希望する外国人材とのマッチングを支援する「TOKYO 特定技能 Job マッチング」
事業への参加企業を募集します。人材募集からマッチング、社内定着までサポートします。
［日程］2021 年 5 月 19 日～2021 年 12 月 28 日
［参加費］無料

詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://tokyo-tokuteigino.metro.tokyo.lg.jp/company/
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「令和 3 年度東京都中小企業知的財産シンポジウム」を開催します
◆東京都と（公財）東京都中小企業振興公社では新事業創出に際して中小企業やスタートアップ企業の知的財産を活用
する手法についてシンポジウムを開催します。
［日 時］12 月 8 日 13：00～16：00
［場 所］イイノホール(東京都千代田区)
［参加費］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.chizaisympo-tokyo2021.jp/
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「EC サイト（ネットショップ）売上 UP セミナーを開催します
◆神奈川県中小企業団体中央会では、売上に繋がる EC サイトの立上げ方、マーケティングのコツを、数多くの実績を
持つ先生により、実践につながるワークショップ形式でお伝えします。
［日 時］令和 3 年 12 月 10 日（金） 14：00～16：30
［場 所］神奈川中小企業センター及びビデオ会議システム「ZOOM」
［参加費］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.chuokai-kanagawa.or.jp/archives/9597
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
◆◆◆中部地域◆◆◆
《セミナー》地域と特許庁を結ぶイベント「つながる特許庁 in 津＆長岡」を開催します
◆ 特許庁は、12 月、三重県（津市）と新潟県（長岡市）で「つながる特許庁」を開催します！開催地域における知財
の先進的な取組事例をご紹介するほか、各分野の第一線で活躍している専門家等を講師に迎え、知財の気づきとなるセ
ミナーを行います。
［日時］令和 3 年 12 月 14 日（火）13:00～17:20
［場所］ホテルグリーンパーク津
［参加費］無料
［日時］令和 3 年 12 月 24 日（金）13:00～17:00
［場所］長岡グランドホテル
［参加費］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://tsunagaru-jpo2021.go.jp/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★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）
（再掲）
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】
独自の技術や発想を武器にがんばる日本各地の中小企業を紹介する「Be a Great Small」から、街の洋菓子店から洋菓子
メーカーへ成長中の企業を取材。
フランス出身のシェフが、日本人の口に合うお菓子をどのようにして生み出すことが出来たのでしょうか。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/special/vibrant/202111115.html
……………………………………………………………………………………………
◆中小機構イベントカレンダー
2021 年 12 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
……………………………………………………………………………………………
◆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

