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編集＆発行＝ｅ－中小企業庁＆ネットワーク推進協議会
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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★
食品加工分野でユニークな商品開発
★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 2 月 25 日更新)
《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 28 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。
《セミナー》女性を積極的にリーダーに育てる「共感型リーダーシップ」セミナーを開催します
【関東】
《イベント》
「関東経済産業局 地域中小企業の SDGs 経営促進ピッチ」を開催します
《セミナー》
「集客力強化セミナー 成約率がアップするテクニックとは？」を開催します
《ＰＲ情報》
「令和 4 年度新製品・新技術開発助成事業」の申請受付を開始します
★調査・研究レポート★
★支援機関ニュース★
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★巻頭コラム★
～食品加工分野でユニークな商品開発～
◆水産物を中心とした食品加工分野で、ユニークな機械やロボットを次々と生み出しているメーカーが北海道にある。
魚卵を潰すことなく短時間で大量のいくらの分離が可能な「鮭鱒用魚卵セパレーター」や、希望の重量・幅・長さを設
定して生魚をセットするだけで定貫切りを実現する世界初の生魚定貫切り装置「スーパープロフェッショナル」
、殻・ミ
ミ・ウロ・貝柱を自動で分離する世界初のホタテ貝生剥き装置「オートシェラー」などを生産するニッコー（釧路市）
である。
◆佐藤一雄社長の父・厚氏（現会長）が 1977 年に創業。北海道釧路市は当時、全国有数の水揚げ量を誇る漁港が有名
で、水産加工業が盛んだった。ただその作業の多くは人の手による過酷なものであり、そうした作業を省人化・省力
化・自動化できないかと考えた。
◆鮭を包丁でさばく場合、まず頭を切り取り、開腹して内臓や魚卵を分離する。力仕事である上、熟練が必要な作業
だ。これを鮭専用ヘッドカット専用機「オートヘッダー」と、自動で開腹して内臓・卵をきれいに分離回収する「ガッ
ターマシン」を用いれば、大幅な省力化が可能になる。さらに「ヘッダーガッター連続処理システム」なら、1 台でヘッ
ドカットから内臓処理まで自動で連続処理する。
◆これまで送り出してきた製品はすべて「顧客ニーズを的確に捉え、要素技術を組み合わせて最適なソリューションを
提供する」を具現化したものだ。例えばある時、
「低コストに魚の鮮度を保持するため、漁船上でボタンを押したら直ぐ
に氷が出るような機械を作れないか」と漁師から相談を受けた。現在も主流である「角氷」
（真水で作った氷）では、マ
イナス温度を保てず冷却ムラが発生してしまうほか、魚が暴れて魚体が傷つく、浸透圧によって魚体に真水を吸収して
しまうなどの弱点がある。一尾ずつ「活け締め」する方法もあるが、大量に処理できないデメリットがあった。
◆この難問に対し、海水と同じ塩分のシャーベット状の流動性のある氷で、マイナス温度を長く保てる「シルクアイ
ス」を考案。氷の粒子は数マイクロ～数十マイクロメートルの細かさで、魚体を隙間なく包み込んで素早く冷却するた
め、鮮度保持に必要不可欠な「暴れ防止」と「低温保管」の二つを同時に実現する。このシルクアイスを漁船上で連続
製氷する「海氷」と呼ぶ製品群を実用化し、2018 年に「第７回ものづくり日本大賞」で内閣総理大臣賞を受賞した。
◆「国内の生産人口減少に伴い、ロボット化や DX（デジタルトランスフォーメーション）化に関する需要は増大するこ
とが確実視される」と佐藤社長。このため最近では、AI（人工知能）や IoT（モノのインターネット）の研究・活用を進
めており、数年前から AI 分野に詳しい北海道大学の川村秀憲教授を技術顧問として招聘した。今後も顧客ニーズに対応
した適切な商品を投入することにより、既存商品の高度化と新しい価値創造に取り組む考えだ。
（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 2 月 25 日更新)
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 28 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
レストラン経営を支援者サポートで軌道に乗せた事例を紹介！
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/17615/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★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。
）
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》女性を積極的にリーダーに育てる「共感型リーダーシップ」セミナーを開催します
◆中小企業大学校では、女性部下を“その気にさせる、ロールモデルを描かせる、できると信じさせる” 共感型リーダ
ーシップについての研修を実施します。
［日時］3 月 14 日（月）13：30～16：30
［形式］オンラインでのライブ参加／後日の動画聴講（3 月 24 日～4 月 10 日）
［費用］3,000 円（税込）
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.smrj.go.jp/institute/online_training/course/pcgpup0000008gdw.html
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
◆◆◆関東◆◆◆
《公募情報》
「令和 4 年度新製品・新技術開発助成事業」の申請受付を開始します
◆東京都中小企業振興公社では実用化の見込みのある、新製品・新技術の自社開発を行う都内中小企業者等に対し、そ
の研究開発経費の一部を最大 1,500 万円（助成率１/２以内）まで助成します。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shinseihin.html
……………………………………………………………………………………………
《イベント》
「関東経済産業局 地域中小企業の SDGs 経営促進ピッチ」を開催します

◆関東経済産業局では SDGs 経営の必要性等に関する基調講演や SDGs 経営先進企業による成果等の紹介、SDGs 経営
を支援するコンサルタント会社等からの支援内容を紹介するピッチイベントを開催します。
［日時］3 月 23 日（水）10:00～12:25（開場 9:30）
［場所］オンライン形式（Teams 利用）
［参加費］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sdgs/sdgs_pitch.html
……………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「集客力強化セミナー 成約率がアップするテクニックとは？」を開催します
◆（公財）東京都中小企業振興公社では、販促コンサルタントによる集客＆接客・プレゼンのテクニック、展示会レイ
アウト、HP・動画の効果的な構成の基本を解説するセミナーを開催します。
［日時］3 月 16 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/2203/0006.html
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★調査・研究レポート★
◆早期景気観測調査（２月調査・2022 年２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」
「事業継続計画（BCP）の策定状況」
「事業者向け（ＢtoＢ）販売における販売先との取引条件」
今月の基調判断
「業況ＤＩは、活動制約とコスト増の影響で大幅悪化。
先行きも不透明感拭えず、厳しい見方」
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、在宅勤務時の書類の管理負
担を軽減するためにも、ペーパーレス化をどのように進めればよいのかと言ったお悩みにお答えします。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/qa/productivity/Q1431.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
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

