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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★
「日本一美しい星空」の鳥取から宇宙に希望を抱く
★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 年度補正予算の成立について（令和 3 年 12 月 24 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 12 月 1 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 4 年 1 月 6 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）
《お知らせ》
「はばたく中小企業・小規模事業者 300 社」及び「はばたく商店街 30 選」を選定しました（令和 3 年 12
月 22 日）
★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》海外ビジネスをちょっとのぞき見セミナー第５弾【英国編】を開催します
《セミナー》創業する上で必要な知識やアクションをケースで体感して学ぶ実践セミナーを開催します
《ＰＲ情報》中小機構の運営する「IT 戦略ナビ」がリニューアルしました
《ＰＲ情報》
【IP ePlat】
「経営・事業に資する知財情報の活用に向けて
（CEATEC2021）
」などを配信！！
【関東】
《イベント》
「知的財産マッチング会」を開催します
《セミナー》
「改正育児・介護休業法にあわせた男性育児休業の取得促進実務解説セミナー」を開催します
《セミナー》
「外国人材の採用、定着・活躍に向けたポイントについて」を開催します
【近畿】
《セミナー》若手社員のスキルアップセミナー～建設業界をピックアップ！～
（オンライン）を配信します
★調査・研究レポート★
★支援機関ニュース★
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

★巻頭コラム★
～「日本一美しい星空」の鳥取から宇宙に希望を抱く～
◆つい先ごろ、ZOZO 創業者の前澤友作氏が日本人の民間人として初めて国際宇宙ステーション（ISS）に滞在し、話題
となった。2 人分で 100 億円ともいわれる超高額の費用を支払ったことから「金持ちの道楽」などと批判的な声も聞かれ
たが、
「なにかで大成功すれば宇宙に行けるんだ」と子供たちに夢と希望を与えたことは間違いないだろう。
◆宇宙に希望を抱いているのは子供たちだけではない。金属加工業の MASUYAMA-MFG 株式会社（鳥取市）もその一つ。
同社は従来、自動車向け部品を手掛けきたが、持ち前の加工技術を活用し、宇宙産業分野の部品加工に進出したのだ。す
でに東京都内の宇宙関連ベンチャー企業と連携して宇宙航空研究開発機構（JAXA）に部品納入を行っており、年内には
ISS の日本実験棟「きぼう」で使用される予定だという。
◆同社の転機はコロナ禍だった。自動車関連の受注がほとんどなくなったのを逆に好機ととらえ、代表取締役の益山明子
氏は前々から興味があった宇宙分野への進出を決めたのだ。自動車関連はコロナ禍前から米中貿易摩擦で受注が減少して
いたうえ、将来的にも、部品数の少ない電気自動車（EV）の普及により市場が縮小するとみられている。一方、宇宙分野
は、内閣府の「宇宙産業ビジョン 2030」で市場規模の倍増が予想されるなど、中長期的に大きな成長が見込まれている。
◆さらに、地元の鳥取県は宇宙産業の誘致や創出に力を入れている。
「鳥取砂丘が月面の環境に似ている」
「星空がきれい
に見える」ということが始まりのようだが、鳥取は元々、旧鳥取三洋電機の企業城下町で、MASUYAMA-MFG のように
宇宙分野に応用できる優れた技術を持つ製造業が集積している。行政の働きかけが奏功し、すでに県内には宇宙関連企業
の拠点が数多く存在しているのだ。
◆MASUYAMA-MFG が宇宙産業に進出したのも、ロケットエンジンなどに利用される「Ni 基超合金インコネル」の精密
加工技術について鳥取県産業技術センターと共同開発を行ったことが直接のきっかけだった。
「宇宙進出」に当初は戸惑
っていた社員も今は高いモチベーションで仕事に取り組んでいるという。
「日本一美しい星空」を眺めることができる鳥
取から、益山氏や社員が自社製品を積んだ ISS を目にする日も近い。
（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 年度補正予算の成立について（令和 3 年 12 月 24 日更新）
令和 3 年度補正予算が成立しました。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/2021/1224/003_leaflet.pdf
……………………………………………………………………………………………
《新型コロナ関連》事業再構築補助金について(令和 3 年 12 月 1 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 4 年 1 月 6 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
……………………………………………………………………………………………
《お知らせ》
「はばたく中小企業・小規模事業者 300 社」及び「はばたく商店街 30 選」を選定しました
中小企業庁は、革新的な製品・サービス開発、地域経済の活性化、多様な人材活用の観点から、優れた取り組みを行っ
ている中小企業・小規模事業者を「はばたく中小企業・小規模事業者 300 社」として、また、商店街を「商店街 30 選」
として選定しました。
（令和 3 年 12 月 22 日）
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2021/12/20211222005/20211222005.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
支援者とともに東日本大震災を機に、新たな土地に新規開店（再掲）
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/17235/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★今週のトピックス★
◆◆◆全国◆◆◆
《セミナー》海外ビジネスをちょっとのぞき見セミナー第５弾【英国編】を開催します
◆中小機構では、Brexit のサプライチェーンへの影響、また欧州ビジネス全体への影響等、なかなか伝わって来ないイギ
リスの現在の状況を伝えるセミナーを開催。今後の英国・欧州のビジネスを展望し、事例を交えながら、日本の中小企業
のビジネスチャンスについてお話いただきます。
［日時］2022 年 1 月 28 日（金）16:30～18:00
［開催方法］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.smrj.go.jp/regional_hq/kyushu/event/2021/pcgpup0000002ao0.html
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》創業する上で必要な知識やアクションをケースで体感して学ぶ実践セミナーを開催します
◆中小機構が運営するビジネストでは、起業・創業を実現するために必要な知識やスキルと実際に事業を進めていく上で
考えなければならないポイントを、
「ある創業者」のケースを用いてグループ同士のワークショップ形式で『ジブンゴト』
として体感し、それぞれの創業ステップごとに体系的に学んで頂く集中特訓講座を開催します。
［日時］第１回：令和 4 年 1 月 22 日（土曜）10:00～16:00
第２回：令和 4 年 1 月 29 日（土曜）10:00～16:00
［開催方法］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://businest.smrj.go.jp/event/5001/
……………………………………………………………………………………………
《ＰＲ情報》中小機構の運営する「IT 戦略ナビ」がリニューアルしました
◆中小機構が運営する「IT 戦略ナビ」がこの度リニューアルいたしました。IT 戦略ナビは、自社の IT 課題を見える化し
た「IT 戦略マップ」を作成することができる無料の Web ツールで、自社の課題に応じたおススメの IT ソリューションを
確認できます。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://it-map.smrj.go.jp/
……………………………………………………………………………………………
《ＰＲ情報》
【IP ePlat】
「経営・事業に資する知財情報の活用に向けて（CEATEC2021）
」などを配信！！
◆工業所有権情報・研修館（INPIT）では、知財とビジネスが無料で学べる、知的財産オンライン学習ツール「IP ePlat」
にて、最近では「経営・事業に資する知財情報の活用に向けて（CEATEC2021）
」などの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（視聴には、ポップアップブロックの解除が必要です。
）
［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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
◆◆◆関東◆◆◆
《イベント》
「知的財産マッチング会」を開催します
◆東京都知的財産総合センターでは、大学や研究機関が保有する先端技術・アイデアに着目し、都内中小企業の新製品開
発を支援する「知的財産マッチング会」を開催します。今回は、エネルギー、環境、インフラ整備、防災・減災などの技
術分野を紹介します。
［日 時］技術・アイデアの視聴：令和４年１月 17 日（月）まで
大学・研究機関との個別面談：令和４年１月 24 日（月）午後
［場 所] 技術・アイデアの視聴：youtube にて視聴（申込者に視聴 URL を送付）
大学・研究機関との個別面談：Zoom ミーティング
［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/chizai/seminar/2022/220124matching.html
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「改正育児・介護休業法にあわせた男性育児休業の取得促進実務解説セミナー」を開催します
◆東京商工会議所（主催者）では「改正育児・介護休業法」が 2022 年４月１日から段階的に施行され、育児休業を取得
しやすい雇用環境の整備や申し出をした労働者に対する個別周知・意向確認の義務化や、男性の育児休業取得の促進を図

るためのセミナーを開催します。
［日 時］１月 19 日～２月 14 日
［場 所］オンライン・後日配信型
［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-109331.html
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「外国人材の採用、定着・活躍に向けたポイントについて」を開催します
◆東京商工会議所では外国人材の採用から定着・活躍に至るポイントを分かりやすく解説し、外国人材の活躍推進を図る
ためのセミナーを開催します。
［日 時］１月 19 日～２月 14 日
［場 所］オンライン・後日配信型
［参加費］東京商工会議所会員：無料
東京商工会議所非会員：11,000 円（東商入会により無料）
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-109293.html
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
◆◆◆近畿◆◆◆
《セミナー》若手社員のスキルアップセミナー～建設業界をピックアップ！～（オンライン）を配信します。
◆近畿経済産業局は、若手社員が自らモチベーションを向上させ、職場で戦力化し、結果として定着に繋げることを目的
にしたセミナーを開催します。建設業界をピックアップしていますが、建設業界以外の方も参考になる内容で実施します。
［日時］令和 4 年 1 月 7 日～2 月 18 日
［対象］近畿圏内に事業所をお持ちの中小企業
［参加費］無料
※近畿圏内とは、福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山を指します。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://hatarakunarakinki.go.jp/event/shiga-20220107-0218-teichaku.html
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★調査・研究レポート★
◆早期景気観測調査（12 月調査・2021 年 12 月 28 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 年度の所定内賃金（正社員）の動向」
今月の基調判断
「業況ＤＩは、コスト増の影響続くも改善。
先行きは、変異株への警戒感から慎重な見方広がる」
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、食品製造業を営む経営者からの
お悩みです。令和 3 年 6 月 1 日から、HACCP に沿った衛生管理の実施が義務付けられる中、どのような点に考慮したら
良いか専門家が回答します。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/qa/org/Q1424.html
……………………………………………………………………………………………

◆中小機構イベントカレンダー
2022 年 1 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
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

