■■
■
■
〓〓〓〓〓■■■■－中小企業ネットマガジン〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■
■■
編集＆発行＝ｅ－中小企業庁＆ネットワーク推進協議会
https://www.chusho.meti.go.jp/e_chusho/index.html
中小企業庁／中小企業基盤整備機構
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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★
漫画、カレー…地域の資源を活かして鳥取を元気に
★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 22 日更新)
《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)
《ウクライナ情勢・原油高対策》ウクライナ情勢や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(令和 4 年 2 月 25 日更新)
《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》毎年３月は「自殺対策強化月間」です。
《イベント》
「環境省環境スタートアップ大賞授賞式」を開催します
《ＰＲ情報》ベンチャー企業の再発進・再挑戦を応援するベンチャーリブート支援事業を開始しました
《ＰＲ情報》中小企業大学校のオンデマンド研修を提供します
《セミナー》食産業の海外展開セミナー「1 から学ぶ、輸出入と規制の基礎をお届け！」を開催します
【近畿】
《セミナー》観光・宿泊業向け DX セミナー 参加者募集
★調査・研究レポート★
★支援機関ニュース★
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★巻頭コラム★
～漫画、カレー…地域の資源を活かして鳥取を元気に～
◆コロナ感染者数が激減していた昨年 11 月、空路で鳥取市を訪れた。鳥取砂丘を眼下に見ながら到着したのは「鳥取砂
丘コナン空港」
。10 年ほど前から全国各地の空港が愛称をつけるようになり、鳥取空港は、鳥取砂丘と、同県大栄町
（現・北栄町）出身の漫画家、青山剛昌氏の代表作「名探偵コナン」とを合わせた名称となっている。県内には境港市
にも空港があり、愛称は「米子鬼太郎空港」
。同市出身の漫画家、水木しげる氏の代表作「ゲゲゲの鬼太郎」から名付け
たものだ。
◆人気漫画家を輩出する鳥取県は、
「まんが王国とっとり」と称して漫画・アニメを活かした地方創生に取り組んだ。そ
の動きに賛同したのが、飲食・観光などを手掛けるブリリアントアソシエイツ（鳥取市）だ。同社は、ロココ調の華や
かないでたちの 4 姉妹が登場する「華貴婦人（はなきふじん）
」という漫画を活用している。
「女性のキャラクターでブ
ランドイメージを広げたい」と同社創業者、福嶋登美子氏が発案。女性を主人公にした漫画が見当たらなかったため、
独自のキャラクターを設定したのだ。
◆鳥取県はまた、カレーの世帯当たり消費量が全国トップレベルであることから、
「カレー王国」としても PR。同社は
これにも呼応したが、カレーの色合いは貴婦人のイメージに合わない。そこで誕生したのが「ピンク華麗（カレー）
」だ
った。赤が特徴の野菜・ビーツの色素を使い、目にも鮮やかなピンクのルーを完成させた。植物由来の色付けで、見た
目だけでなく、味も健康面でもしっかりとしており、今や人気のみやげ商品に。カレーに続き、わさびやマヨネーズ、
酒など次々とピンクの商品を送り出し、アイテム数は 20 に上る。
◆地元の海産物も活用している。鳥取空港にも近い鳥取港海鮮市場「かろいち」内に開設した「市場料理 賀露幸（か
ろこう）
」では水揚げされたばかりの新鮮な海産物を提供。そのなかにハタハタを使った「華鰰鮨（はなはたずし）
」と
いう独自メニューがある。ハタハタというと秋田県が有名だが、実は漁獲量は鳥取県の方が多いのだ。
◆漫画、カレー、ハタハタと地域の資源を活かした企画で鳥取を元気にしているが、それだけではない。ピンクの素とな
るビーツは元々、鳥取ではほとんど生産されていなかった。そこで鳥取市内の農家に依頼して生産を始めてもらったとい
う。既存の資源だけでなく、新たな「特産物」まで生み出したのだ。その鳥取産ビーツを使ったピンクの商品をアメリカ
やロシアに売り込もうと準備中。鳥取発のブランドは世界に販路を広げていきそうだ。
（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★
《新型コロナ関連》事業復活支援金について(令和 4 年 2 月 22 日更新)
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
……………………………………………………………………………………………
《ウクライナ情勢・原油高対策》ウクライナ情勢や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(令和 4 年 2 月 25 日更新)
中小企業庁は、昨今のウクライナ情勢や原油価格高騰などにより影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援するた
め、相談窓口を設置するとともに、厳しい状況に直面する事業者に対する資金繰り支援を実施します。
詳しくは以下のサイトをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/press/2021/02/20220225002/20220225002.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
いまのうちから準備を！「電子帳簿保存法」
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/17463/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★今週のトピックス★
◆◆◆全国◆◆◆
《ＰＲ情報》毎年３月は「自殺対策強化月間」です。
◆政府では、毎年３月を「自殺対策強化月間」としております。
自殺対策基本法では、例年、月別自殺者数の最も多い 3 月を「自殺対策強化月間」と定め、地方公共団体、関係団体等
とも連携して「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向け、相談事業及び啓発活動を実施します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/gekkan_index_00001.html
これに当たり、各種の相談窓口をご紹介させていただきます。

＜自殺対策関係の相談窓口＞
【悩みを抱えた方やその周囲の方の相談窓口】
●「こころの健康相談統一ダイヤル」
（0570-064-556）
（厚生労働省）
都道府県・政令指定都市が実施する「心の健康電話相談」等の公的な電話相談事業に全国共通の電話番号を設定し相談
を受け付けています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/kokoro_dial.html
●「いのち支える相談窓口一覧（都道府県・政令指定都市別の相談窓口一覧）
」
相談窓口の紹介サイト（独立行政法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 自殺予防総合対策センター）
http://jssc.ncnp.go.jp/soudan.php
＜中小企業者の経営上の相談窓口＞
【中小企業の方の経営上の相談窓口】
●「経営安定特別相談事業」
（主要商工会議所、商工会連合会）
全国主要商工会議所、各都道府県の商工会連合会に設置されている「経営安定特別相談室」では、経営難に直面してい
る中小企業者の方に対して経営立て直しのための無料相談を行っています。
・主要商工会議所 経営安定特別相談室設置一覧
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2012/download/taisaku_info-1.pdf
・各都道府県商工会連合会 経営安定特別相談室設置一覧
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2012/download/taisaku_info-2.pdf
●「中小企業電話相談ナビダイヤル」
（0570-064-350）
（中小企業庁）
全国どこからでも一つの電話番号（0570-064-350）で最寄りの経済産業局につながり、どこに相談したらよいか困って
いる方から幅広く相談を受け付けます。
※受付時間：平日 9：00～17：30（通話料がかかります。
）
……………………………………………………………………………………………
《イベント》
「環境省環境スタートアップ大賞授賞式」を開催します
◆環境省は、将来有望な環境スタートアップへの表彰等により、新たなロールモデルを創出するとともに、事業機会の
拡大の支援を目的として、
「環境スタートアップ大賞」を創設し、この度、受賞者を決定しましたので、受賞者のショー
トプレゼンテーション及び表彰を行うため、
「環境スタートアップ大賞授賞式」を開催します。
（※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、オンライン方式にて実施）
［日 時］2022 年 3 月 9 日（水） 13：30～16：00
［場 所］表彰式会場（東京国際フォーラム）よりライブ配信
（※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、オンライン方式にて実施）
［参加費］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.env.go.jp/press/110528.html
……………………………………………………………………………………………
《ＰＲ情報》ベンチャー企業の再発進・再挑戦を応援するベンチャーリブート支援事業を開始しました
◆中小機構は、資金繰りや事業内容の見直しを通じて事業の再発進・再挑戦 （リブート）に取り組むベンチャー企業の
支援「ベンチャーリブート支援事業」を開始しました。専門家がオンラインで助言や提案を行います。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.smrj.go.jp/venture/info/reboot/index.html
……………………………………………………………………………………………
《ＰＲ情報》中小企業大学校のオンデマンド研修を提供します
◆今まで延べ 70 万人の中小企業の方にご利用いただいている中小企業大学校の研修を、
「中小企業を舞台にしたドラマ
動画」
、
「講師が説明する講義動画」
、
「学んだ内容をアウトプットするワークシート（記載例付き）
」で構成された、オン

デマンド研修でお届けします。
［日程］第１弾 2 月 14 日（月）～3 月 30 日（水）
「チームマネジメント」 「女性リーダー」 「インサイドセールス」
第２弾 3 月上旬 ～3 月 30 日（水）
「ロジカルシンキング」 「提案営業」 「物語マーケティング」
［受講料］2,000 円（税込）
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://ondemand2021.smrj.go.jp/
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》食産業の海外展開セミナー「1 から学ぶ、輸出入と規制の基礎をお届け！」を開催します
◆中小機構では、食産業界の中小企業が海外展開を目指す際に、押さえたいポイントや注意すべき法律・規制などにつ
いて、食産業の専門家が基本から解説するセミナーを開催します。
［日時］3 月 8 日（火）14：00～16：00
［形式］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://www.smrj.go.jp/event/overeseas_seminar/pcgpup0000008h56.html
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
◆◆◆近畿◆◆◆
《セミナー》観光・宿泊業向け DX セミナー 参加者募集
◆（公財）神戸市産業振興財団では、観光・宿泊業向け DX セミナー「アフターコロナを見据えた旅館・宿泊業のあり
方とは」～デジタルと日本の伝統・おもてなしの融合を目指して～を開催いたします。
［日時］令和４年３月８日（火曜）13 時～15 時
［場所］神戸市立有馬地域福祉センター2 階会議室 及びオンライン
［参加費］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.kobe-ipc.or.jp/event/entry-1605.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】
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するシリーズ、
今回は 20 年ほど前から環境負荷低減の取り組みを続けている印刷会社を取材。SDGs の活動を社内で進め、取り組みを
社外へ発信する具体的なプロセスなどお聞きしました。
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/20220214.html
……………………………………………………………………………………………
◆中小機構イベントカレンダー
2022 年 3 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
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

