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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★
信頼される人材・製品・会社を創る
★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）
（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 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 11 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）
（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》
「働き方・休み方改革シンポジウム（オンライン）
」を開催します
《セミナー》
「勤務間インターバル制度導入促進シンポジウム（オンライン）
」を開催します
【関東】
《セミナー》
「創業・新規事業部門立上げのための事業承継セミナー」を開催します
《セミナー》
「中小企業のリーダーシップ論」を開催します
《セミナー》外国人材採用・定着講座「～定着・活躍・ダイバーシティ編～」を開催します
《イベント》SAITEC 特別デザイン相談会のご案内
【近畿】
《参加者募集》ビジネススキル基礎研修（オンライン）を配信します
《参加者募集》若手社員の戦力化を目指した定着研修（オンライン）を開催します
【中国】
《セミナー》
「
『伝わる』文書・報告書の書き方スキルアップセミナー」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★
～信頼される人材・製品・会社を創る～
◆中小企業の廃業の要因の一つといわれる、経営者の高齢化と後継者の不在問題。今のままでは日本の経済・社会を支え
る貴重な雇用や技術が失われる可能性があり、世代交代を契機とした成長のための「事業承継」が課題とされる。自動車
部品が主力商品のオカウレ（愛知県岡崎市）の高井恵社長も、事業承継を経験した一人だ。2017 年に先代社長（実父）の
急逝を受け、会社を引き継いだものの、当初は大変苦労したという。
◆同社は 1973 年に岡崎ウレタン工業として設立。ウレタンフォームという高分子化学素材を用いて、主に自動車のシー
トクッションや防音用・安全用パーツなどを加工生産し、年間数十億円を売り上げる。だが実際に社長に就任すると、旧
態依然の経営体質であり、利益が確保できなくなっていた。顧客ニーズの変化への対応や、核となる人材の育成も遅れて
いた。
「管理職は当事者意識が薄く、受身の指示待ちの考え方だった」と振り返る。
◆そこで外部のコンサルタントを活用して管理職教育を開始した。中小企業支援機関から専門家の派遣を得て、社内にプ
ロジェクトチームを編成し、モノづくり現場の作業効率化や不良低減といった業務改善活動に着手した。事業継続力強化
計画（BCP）の策定も手がけた。2021 年には初めて女性を管理職に登用した。
「良い効果が出ていると実感しており、今
後も優秀な女性を積極的に登用していきたい」と強調する。
◆引き続き課題と考えているのは、人材の採用と育成だ。素材となる軟質ウレタンは、空気を通す柔らかい特性があり、
ロボット化や自動化ができない作業が多い。
「職人性」が必要な工程は定着と習熟が必要になるので、
「上司や先輩社員を
含めて皆が思いやりをもって助け合う風土が重要となる」という。このため、常に良い人材を受け入れたいと考えており、
ホームページやセミナー、人材マッチングなどを活用して、コロナ禍でも継続して採用活動を行っている。
◆自動車業界は今後、電動化や自動運転化が急速に進むことが確実視される。その影響を受け、特にエンジン部品などを
手がける自動車部品メーカーは、自社の主力事業が消滅する可能性に戦々恐々とし、将来に向けた業態転換を模索する動
きも出ている。ただ同社が扱うウレタン材は、自動車部材の中でも残っていく可能性が高く、事業の将来性は期待できる
と判断している。
◆「自動車部品業界は品質面で顧客から信頼されることが何よりも大切」と高井社長。同時に「人を育てることは簡単で
はなく、時間もかかるが、今後も人材の確保・育成に投資していく」と言い切る。創立 50 周年を迎える来年に向け、信
頼される「製品」
「会社」創りはもちろん、その基盤となる信頼される「人材」創りにアクセルを踏み込む方針だ。
（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 年度補正予算の成立について（令和 3 年 12 月 24 日更新）
（再掲）
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 11 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
官公需の早わかりガイド
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/17281/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★今週のトピックス★
◆◆◆全国◆◆◆
《セミナー》
「働き方・休み方改革シンポジウム（オンライン）
」を開催します
◆厚生労働省は、働き方・休み方改革推進の機運を高めることを目的として、事業主・企業の人事労務担当者向けに、

働き方・休み方改革のポイントや実践的な取組内容等をご紹介するシンポジウムを開催します。
［日 時］２月３日 13:30～15:35
［場 所］オンライン開催（Zoom ウェビナー利用／YouTube 同時配信）
［参加費］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/seminar/#hatarakikataYasumikata
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「勤務間インターバル制度導入促進シンポジウム（オンライン）
」を開催します
◆厚生労働省は、導入が企業の努力義務となっている「勤務間インターバル制度（※）
」の導入促進を目的として、シン
ポジウムを開催します。
（※）終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間を確保する仕組みです。
［日 時］２月 18 日 13:30～16:00
［場 所］オンライン開催（Zoom ウェビナー利用／YouTube 同時配信）
［参加費］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/seminar/#interval
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
◆◆◆関東◆◆◆
《セミナー》
「創業・新規事業部門立上げのための事業承継セミナー」を開催します
◆日本政策金融公庫及び東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会は、
「創業・新規事業部門立上げのための
事業承継セミナー」を開催いたします。他社から事業を引き継ぐ形で創業や新規事業の立ち上げを検討する際、どのよ
うな点に注意したらいいのか弁護士の視点で解説します。また、日本公庫より「事業承継マッチング支援」についてご
紹介します。
［日時］ 令和４年２月２５日（金）15：00～16：40
［場所］ Zoom 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://direct.jfc.go.jp/w112_SeminarApply?id=0c1dd5b5-ca27-4e42-ab0f-d90dd688149f
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「中小企業のリーダーシップ論」を開催します
◆東京都中小企業振興公社では、中小企業の経営者層に向けて人材戦略セミナーを開催します。様々な経験・実践を通
して実績を上げてきた 2 名の経営者から、各社の取組内容のご紹介と、リーダーシップについてご対談いただきます。
［日時］ 1 月 28 日（金）13：30～16：00
［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://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2201/0003.html
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》外国人材採用・定着講座「～定着・活躍・ダイバーシティ編～」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都内中小企業の経営者、人事担当者を対象に講座を開催します。定
着・活躍・ダイバーシティをテーマに、社内体制整備や異文化コミュニケーションのポイントについて解説します。
［日時］2022 年 2 月 3 日（水）13:30～16:10
［場所］東京外国人材採用ナビセンター＆オンライン(Zoom)
［費用］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/2022_02_03/
……………………………………………………………………………………………

《イベント》SAITEC 特別デザイン相談会のご案内
◆埼玉県産業技術総合センターでは、製品デザインや商品開発の進め方などのデザイン相談会をオンライン開催します。
相談は事前申し込みで先着順となります。
［日 時］1 月 26 日（水）
、2 月 4 日（金）
、2 月 8 日（火）各日 9:50～15:30
［場 所］オンライン開催（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.pref.saitama.lg.jp/saitec/seminar/koshukai/r3/r3designsodan2.html
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
◆◆◆近畿◆◆◆
《参加者募集》ビジネススキル基礎研修（オンライン）を配信します
◆近畿経済産業局では、令和 4 年入社予定者・入社 3 年以内の若手社員向けに、その定着・育成に資する「ビジネススキ
ル基礎研修」をオンライン配信します。
［日時］令和 4 年 2 月 1 日～2 月 28 日
［対象］近畿圏内に事業所をお持ちの中小企業の令和４年春入社予定者・入社
３年以内の社員
［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/fukui-20220201-business-skill.html
……………………………………………………………………………………………
《参加者募集》若手社員の戦力化を目指した定着研修（オンライン）を開催します
◆近畿経済産業局では、１～５年目の若手社員、人事担当者向けに、
「若手社員の戦力化を目指した定着研修」をオンライ
ン開催します。
［日時］令和 4 年 2 月 2 日
［対象］近畿圏内に事業所をお持ちの中小企業の１～５年目の若手社員、人事
担当者
［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/osaka-20220202-teichaku.html
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
◆◆◆中国◆◆◆
《セミナー》
「
『伝わる』文書・報告書の書き方スキルアップセミナー」を開催します
◆鳥取県では、業務における「生産性向上」のきっかけにしていただくため、実践を交えた文書・報告書の作り方・書き
方を学ぶセミナーを開催します。
［日 時］2 月 4 日（金）13:30～16:30
［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://www.pref.tottori.lg.jp/301554.htm
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★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）
（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】
コロナ禍にめげず業績を伸ばしている中小企業や商店街を紹介する「コロナ禍でがんばる中小企業・商店街」シリーズ
より、今回はコロナ禍により大打撃を受けた旅館経営者の方を取材。コロナ禍だけでなく水害にも遭う中で新規事業を
立ち上げるなど前向きに売上を回復させようとがんばる姿勢に励まされます。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/special/covid-19/20211227.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
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