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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★
「革新の連続」で事業を拡大する京和傘５代目社長
★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》事業復活支援金について(令和 4 年 2 月 2 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 4 年 1 月 20 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 2 月 9 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】
《セミナー》
「国際仲裁ウェビナー～微笑みとともにある紛争解決～（話合い・調停・仲裁）
」を開催します
《セミナー》
「WEBee Campus（ウェビーキャンパス）
」2022 年度の研修コース募集開始しました
《セミナー》 「国内外の EC モールに出店してみよう！事業概要から学ぶ、EC 基礎講座」を開催します
【東北】
《セミナー》中小企業大学校仙台校新年度の研修テーマ速報版を公開しました
【関東】
《セミナー》
「新たな挑戦で未来を切り拓け！新製品開発事例セミナー」を開催します
《セミナー》
「東商イノベーションフォーラム」を開催します
《ＰＲ情報》
「中小企業活力向上大会」
（
「ワーク・エンゲイジメント」研究の第一人者・島津明人氏も登壇）
《募集情報》経営人材育成プログラム≪第 9 期 経営人財 NEXT20≫受講企業を募集します
★調査・研究レポート★
★支援機関ニュース★
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★巻頭コラム★
～「革新の連続」で事業を拡大する京和傘５代目社長～
◆茶道の野点や日本舞踊などで見かける和傘を百数十年にわたり製造しているのが株式会社日吉屋（京都市上京区）
だ。初代が江戸時代後期に京都で創業、二代目が皇女ゆかりの尼寺・百々御所（どどごしょ・宝鏡寺）門前に店舗を構
え、現在は娘婿の西堀耕太郎氏が五代目社長を務めている。
◆和傘は日本旅館や料亭、ホテル、店舗のディスプレイや小粋な贈り物として重宝されているが、雨傘としての用途は
年々縮小し、目下「京和傘製造元」を名乗るのは同社だけだ。だが、西堀社長は「伝統は革新の連続（Tradition is
Continuing Innovation）
」を掲げ、いち早く現代生活にも違和感のない新商品開発を進めてきた。開け閉めが容易な和傘
の優れた構造を取り入れたデザイン雑貨や、洋の空間にもマッチする伝統美を活かしたインテリア照明などで、自社ホ
ームページから、国内はもとより海外へも発信し、幅広い顧客を得ている。
◆同社の「革新の連続」は、製品の製造・販売だけに留まらない。近年は欧米、アジア、中東など世界各国に自社製品
を展開した経験を活かし、海外展開を目指す事業者にノウハウやネットワークを提供するアドバイザリー事業にも注力
している。世界 15 カ国の代理店を通して、現地デザイナーが地元ニーズにマッチした新商品企画・開発を行うほか、バ
イヤー向け展示商談会、海外見本市出展、アフターフォローまでサポートをきめ細かに行うのが特長だ。
◆顧客は国や地方公共団体からの委託契約とメーカーの個別契約など、のべ 600 社。このごろは、工芸品など伝統産業
のほか、アパレル、食品、観光・インバウンド関連の事業者まで広がりつつある。そこで同社は伝統工芸品や地域資源
などを現代の消費者ニーズに合致した商品開発につなげるプロデューサーやコーディネーターを育成するスクール事業
に着手し、徐々に強化していく方針だ。
「自社単独のアドバイザリー事業ではいずれ限界がくる」と西堀社長。
「仲間を
増やしながら、販路拡大メソッドをパッケージで展開し、加速できれば」と、次の「革新」構想を練っている。
◆西堀社長は「京都に限らず、日本各地には素晴らしい文化や工芸がたくさん残っている。これらに日本人は気づいてい
ないし、関心を向けていないのではないか」とも話す。
「コロナ禍で中小企業の経営環境には厳しいものがあることは否
めないが、日本の底力はここからが見せどころ」と張り切っている。
（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》事業復活支援金について(令和 4 年 2 月 2 日更新)（再掲）
事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランス
を含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給するものです。なお、給付要件等は、引き続き、検討・具
体化しており、変更になる場合がございます。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html
……………………………………………………………………………………………
《新型コロナ関連》事業再構築補助金について(令和 4 年 1 月 20 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 2 月 9 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
支援機関とともに「よろず支援拠点２」
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/17421/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★今週のトピックス★
◆◆◆全国◆◆◆
《セミナー》
「国際仲裁ウェビナー～微笑みとともにある紛争解決～（話合い・調停・仲裁）
」を開催します
◆日本商事仲裁協会、経済産業省、法務省、日本国際紛争解決センターは、東南アジアと取引を行う企業に商事紛争リ
スクを理解いただき、国際的にも代表的な解決手段である仲裁の活用を促進するためのセミナーを開催します。
［日 時］２月２２日（火）１５：００～１６：３０
［方 法］完全オンライン（ｚｏｏｍ、日本語・英語の同時通訳付き、事前登録制）
［参加費］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.jcaa.or.jp/seminar/seminar.php?mode=show&seq=87&
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「WEBee Campus（ウェビーキャンパス）
」2022 年度の研修コース募集開始しました
◆中小企業大学校 web 校では、中小企業のための少人数制・実践的なオンライン研修「WEBee Campus」を運営して

います。この度、2022 年度研修コースの募集を開始いたしました。８分野・計 135 コースから最適な研修をお選びいた
だけます。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://webeecampus.smrj.go.jp/course/
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「国内外の EC モールに出店してみよう！事業概要から学ぶ、EC 基礎講座」を開催します
◆中小機構では、本事業の紹介をすると同時に、国内 EC に関わる上では無視できない国内外の EC に関する基礎講座
を実施いたします。国内モールや越境モールの特徴や EC 事業を実施する上での必要な基礎知識が身に付きます。
［日時］2 月 25 日（金）10:00～11:45
［形式］オンライン
［費用］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://ecmall.smrj.go.jp/seminar/#seminar08
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
◆◆◆東北◆◆◆
《セミナー》中小企業大学校仙台校新年度の研修テーマ速報版を公開しました◆中小企業大学校仙台校で、長年ご好評
いただいている人気コースのほか、新規コースも開設。定禅寺キャンパスも増え、4 月からの研修の予約を受付中です。
PDF での研修ガイドのほか、動画でもお伝えします。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.smrj.go.jp/institute/sendai/news/2021/pcgpup0000006pji.html
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
◆◆◆関東◆◆◆
《セミナー》
「新たな挑戦で未来を切り拓け！新製品開発事例セミナー」を開催します
◆東京都中小企業振興公社では、市場環境の変化をとらえ、ユーザーが求める新製品開発に挑戦した中小企業を講師に
お招きし、企画、開発から製造、販売までの一連のプロセス及び公的支援機関の活用術を紹介いただきます。新製品開
発、新規事業立上げにご興味のある方向けのセミナーです。
［日時］２月 24 日 14：00～16：00
［開催方法］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.tokyo-kosha.or.jp/topics/2202/0006.html
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「東商イノベーションフォーラム」を開催します
◆東京商工会議所では法政大学大学院 教授の米倉誠一郎氏をお迎えし、
「いま企業に求められるイノベーション」につ
いて解説いただきます。またイノベーションに実際に取り組む中小企業経営者にもご登壇いただき、ゼロイチから成果
創出までの取り組みについてお話しいただきます。
［日時］ 2022 年 3 月 23 日（水）14 時 00 分～16 時 15 分
［場所］ オンラインイベント（Zoom ライブ配信）
［参加費］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-109339.html
……………………………………………………………………………………………
《ＰＲ情報》
「中小企業活力向上大会」
（
「ワーク・エンゲイジメント」研究の第一人者・島津明人氏も登壇）
◆東京都及び都内中小企業支援機関 6 団体が組織した中小企業活力向上プロジェクトネクスト実行委員会では、
「中小企
業活力向上プロジェクトネクスト」の３年間の集大成として、基調講演、事例発表、診断結果データ分析からわかる、
中小企業の活力向上のヒントをご提供します。
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-109709.html
……………………………………………………………………………………………
《募集情報》経営人材育成プログラム≪第 9 期 経営人財 NEXT20≫受講企業を募集します
◆東京都中小企業振興公社では、企業のこれからの 20 年、経営者を支える次世代リーダーの育成を目的とした支援プロ
グラム≪第 9 期 経営人財 NEXT20≫を、4 月に開講します。約 1 年間、講座とワークショップ・個別支援一体型の人材
育成プログラムでご支援します。
［募集期間］ 2 月 1 日（月）から 3 月 18 日（金）まで
［参加費］ 1 企業 2 名まで 一律 15,000 円
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/keieijinzai/index.html
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★調査・研究レポート★
◆早期景気観測調査（１月調査・2022 年１月 31 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」
「新型コロナウイルスの影響を踏まえた資金繰りの対応」
「2021 年度の新卒採用（2022 年４月入社）の動向」
今月の基調判断
「業況ＤＩは、オミクロン株の感染拡大により悪化。
先行きは、感染急拡大への警戒感から厳しい見通し」
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】
J-Net21 では、国の機関や専門コンサルタントの活動および SDGs 達成に貢献している中小企業などの先進事例を紹介
しています。今回は、
“食”を通じて幅広く SDGs 経営に取り組む 1945 年創業のパン粉製造会社の事例を紹介します。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/special/chusho_sdgs/sdgs/20220127.html
……………………………………………………………………………………………
◆中小機構イベントカレンダー
2022 年 2 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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