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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
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
━━━━━━━━━━━━━━━━━ Vol.1020 /2022.04.06 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆「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★
IT 導入補助金活用で成果上げる種苗メーカー
★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)（再掲）
《新型コロナ関連》中小企業活性化パッケージについて(令和 4 年 3 月 4 日)（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 3 月 28 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 3 月 23 日更新)
《ウクライナ情勢》ロシア・ベラルーシなどに向けた輸出禁止措置を 3 月 18 日から導入します。
（海外輸出に携わる方
は必ずご確認ください。
）
（再掲）
《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)(再掲）
《ＰＲ情報》事業承継ガイドラインを改訂しました（再掲）
《ＰＲ情報》
「中小 PMI 支援メニュー」を策定しました（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★
【関東】
《セミナー》
「事例から学ぶ 働くときのルール『労働契約』入門セミナー」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★
～IT 導入補助金活用で成果上げる種苗メーカー～
◆小林種苗株式会社（兵庫県加古川市）は、野菜や穀物の種子開発から輸出までを手掛ける種苗メーカーだ。加古川市
内に総面積 7ha に及ぶ研究農場を保有、病気への抵抗力が強い「耐病性育種」など改良を施して生産した種子をイタリ
アやオーストラリア、ニュージーランドなど海外の委託採種農地に送り、現地で種子の生産を行う。種子の約 95％が海
外向けで、アジア、アフリカ、南米諸国など約 70 カ国で販売している。
◆創業は 1910（明治 43）年。小林稔代表取締役社長は曽祖父、祖父、父、母と続いた 5 代目で、海外との取引拡大に
努め、業容を拡大してきた。オンライン販売も 12 年ほど前に始めたが、近年は「既存客の購買リピート率を上げるこ
と」が課題になっていた。500 円の商品を客が 1 回しかリピートしないと売り上げは 1000 円。だが、何度も買ってくれ
れば 1 万円にも 2 万円にもなる
◆あるとき、小林さんは知人から中小企業の IT 導入を支援する補助金の話を聞いた。さっそく「顧客管理ソフト」
「メ
ール配信ソフト」
「リモートワーク用ソフト」の導入補助金を国に申請。21 年 1 月に採択された。顧客管理ソフトで、
オンラインサイトの顧客実績を登録し、顧客の過去から現在までの注文内容を把握、メール配信ソフトで顧客ニーズに
合わせた提案を強化した。すると、全購入者に占めるリピーターの割合が増えた。毎月入ってくる注文のうち 2 回以上
買ってくれる人がどのくらいの割合でいたかという数字を１月から 4 月で見ると、2019 年は 55.9 ％、20 年に 56,4％、
21 年には 59・8％と上向いたのだ。
◆次の課題はリピーター増で得られた収益を新規客の獲得費用に回し、全体の顧客数増につなげることだ。同社の売り
上げの９割は対面など通常の販売ルートによる農家や販売店などのビジネス客が占めているが、小林さんは「オンライ
ン販売の新規客を増やせば、もっと成長できる」とみる。ただ、中小企業の常で、オンラインサイトの業務を専業でで
きるほど社内の人員に余裕がない。品揃えを増やして攻めに転じれば注文は増えるだろうが、増えた分の仕事を捌ける
だろうかという不安もある。
◆頼みの綱は今回の補助金で導入したものの、まだ使い切れていない「リモートワーク用ソフト」だ。このソフトはチャ
ットやオンラインミーティング、オンライン会議などがパッケージになっているから、うまく使えば「オンラインサイト
業務」の効率化ができるかもしれない。海外とのやりとりもできるようになれば他の業務の生産性も上がるはずだ。ネッ
トメディアや SNS を持活用した集客なども考えられる。同社の IT ツール本格活用はこれからだ。
（編集子）
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★補助金等公募状況のお知らせ★
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)（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》中小企業活性化パッケージについて(令和 4 年 3 月 4 日)（再掲）
経済産業省は、コロナ資金繰り支援の継続や増大する債務に苦しむ中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを
促す総合的な支援策を展開するため、金融庁・財務省とも連携の上、
「中小企業活性化パッケージ」を策定しました。
今後は、本パッケージに基づき、中小企業の活性化に向けた施策を展開していきます。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220304.html
……………………………………………………………………………………………
《新型コロナ関連》事業再構築補助金について(令和 4 年 3 月 28 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 3 月 23 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》ロシア・ベラルーシなどに向けた輸出禁止措置を 3 月 18 日から導入します。
（海外輸出に携わる方
は必ずご確認ください。
）
（再掲）
ロシアによるウクライナへの侵略を踏まえ、国際社会と連携した制裁措置として、ロシア・ベラルーシなどに向けた輸
出禁止措置を導入します。軍事能力の強化等に資すると考えられる汎用品（半導体、コンピュータ、通信機器、ディー
ゼルエンジンなど）について、原則として、ロシア・ベラルーシ向けの輸出を禁止するなどの措置を導入します。
第三国に輸出し、第三国からロシア・ベラルーシに再輸出する場合等、ロシアやベラルーシが直接の輸出先でない場合
も輸出禁止の対象となる場合があります。海外輸出に携わる方は、経済産業省のホームページをご覧いただき、該当す
る取引がないか、必ず確認いただくようお願いします。
詳しくは以下のサイトをご確認ください。
ロシアなどに対する制裁関連に関するページ
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/crimea.html
その他、ウクライナ情勢を踏まえた経済産業省関連の措置については、以下をご覧ください。
https://www.meti.go.jp/ukraine/index.html
……………………………………………………………………………………………
《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)（再掲）
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
……………………………………………………………………………………………

《ＰＲ情報》事業承継ガイドラインを改訂しました（再掲）
「事業承継ガイドライン」を 5 年ぶりに改訂し、前回改訂以降に事業承継に関連して生じた変化や、新たに認識された
課題と対応策等を反映しました。
詳しくは以下のサイトをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220317004/20220317004.html
……………………………………………………………………………………………
《ＰＲ情報》
「中小 PMI 支援メニュー」を策定しました（再掲）
M&A 後の事業の継続・成長に向けた統合やすり合わせ等の取組（PMI）を推進するため、
「中小 PMI 支援メニュー」を
策定しました。今回、PMI の「型」
（中小 PMI ガイドライン）を提示し、支援策を展開します。
詳しくは以下のサイトをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220317005/20220317005.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
ノウハウゼロからの挑戦！130 年の歴史をもつ老舗呉服店が新事業の経営を軌道にのせた事例を紹介
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18025/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★今週のトピックス★
◆◆◆関東◆◆◆
《セミナー》 「事例から学ぶ 働くときのルール『労働契約』入門セミナー」を開催します。
◆東京都労働相談情報センターでは、労働者や就活生、新入社員等を対象に、最新の法改正内容やトラブル事例を通し
て、労働契約に必要な法律知識を解説するセミナーを開催します。
［日時］４月１８日（月） １８：００～２０：００
４月２５日（月） １８：００～２０：００
［場所］東京都南部労政会館 第５・６会議室
［参加費］無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seminarform/index/detail?kanri_bango=seminar-zchuo-001203
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★調査・研究レポート★
◆早期景気観測調査（３月調査・2022 年３月 31 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」
「ロシアのウクライナ侵攻によるビジネスへの影響」
「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、持ち直しの動き。
先行きは、コスト増への警戒感強く慎重な見方」
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】
2022 年 4 月から中小事業主にもパワハラ防止措置が義務化されました。J-Net21 では中小企業事業者が知っておきたい
パワハラに関する法律について専門家が詳しく解説。今回は相談窓口設置などパワーハラスメント防止の準備・対処に
ついてです。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/law/20220315_2.html
……………………………………………………………………………………………
◆中小機構イベントカレンダー
2022 年 4 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
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

