■■
■

■

〓〓〓〓〓■■■■－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★
マスク騒動がもたらした BtoC 販路開拓の加速という副産物
★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 4 月 5 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★
【全国】
《募集情報》
「令和４年度産業標準化事業表彰」候補者募集を開始します
《募集情報》
「
（初級）知的財産権研修（第 1 回）
」を開催します
【関東】
《セミナー》
「海外展開・国際ビジネスにおけるデジタル活用のメリット－日米比較と米国の DX 推進事例－」を開催し
ます
《参加者募集》
「東京都異業種交流グループ」参加者を募集します
★調査・研究レポート★
★支援機関ニュース★
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★巻頭コラム★
～マスク騒動がもたらした BtoC 販路開拓の加速という副産物～
◆早いもので新型コロナウイルス感染症の国内での拡大が始まってから 2 年が過ぎた。当初はドラッグストアなどの店
頭からマスクが姿を消し、マスクを求めて早朝から行列に並んだり、いくつもの店を歩き回ったり、といった光景があ
ちこちで見られた。
「ならば自分で布マスクを作ろう」という動きもあった。ところが、いざマスクを作ろうとしたとこ
ろ、縫製時に使う型紙がうまく取れない、という声が聞かれるようになった。そんな折、持ち前の加工技術でステンレ
ス製の金型を製作したのが板金加工業のナダヨシ（福岡県古賀市）だ。
◆同社を担当する生保レディーから型紙の話を耳にした代表取締役の植木剛彦氏は、よれたり曲がったりせず適度な重
みのあるステンレス板がいいのではと試作を開始。生保レディーから実際に使ってみての感想をもらい、何度か修正を
重ねた末、完成品にたどりついた。
「素人発想 玄人実行の精神」
（素人のように制約に縛られない自由な発想を、玄人
の技術で形にしていく）をモットーとする同社の真骨頂でもあった。
◆植木氏はさらに「世の中のためになるなら」と、金型を希望者に無料で配布することとした（送料は別）
。このことが
その年の 4 月下旬に地元新聞で取り上げられると、SNS などでの拡散もあり、金型が欲しいという申し込みが全国から
殺到。会社の電話は鳴りやまず、従業員 20 人弱の同社では通常業務に支障が生じるほどの事態となった。やむなく、数
日後には受け付けを終了し、最終的に 2500 枚余りを製造・発送した。
◆まるで嵐のような出来事であったが、マスク騒動による副産物もあった。無料配布の代わりにオンラインで金型を販
売することとし、当時は整備途中だったオンラインショップの開設を加速させる結果となったという。同社は現在、数
年内にオンラインショップ事業の売上構成比を 10％程度に引き上げることを目標としている。
◆このように、ステンレスでマスクの金型を作ってみようという「素人発想」が BtoC の販路開拓を一気に推し進める格
好となったのだ。ただ、オンラインショップを開設した頃にはマスクの品薄は解消され、店頭で容易に購入できるように
なったことから、金型の売れ行きはさほどでもなかったというのが少々残念でもある。
（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 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
中小企業の海外展開・海外の販路開拓のヒントとなる事例を紹介します！
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18055/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★今週のトピックス★
◆◆◆全国◆◆◆
《募集情報》
「令和４年度産業標準化事業表彰」候補者募集を開始します
◆経済産業省では、産業標準の促進を目的に、産業標準化に功績のある者・組織を毎年表彰しています。JIS、ISO、
IEC の標準作成活動等に取り組む中堅・中小企業も表彰の対象としています。
［募集期間］４月１１日（月）～５月１１日（水）１２:００
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun-kijun/keihatsu/hyosho/R04hyosho.html
……………………………………………………………………………………………
《募集情報》
「
（初級）知的財産権研修（第 1 回）
」を開催します
◆独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）では、政府関係機関や地方自治体、大学や研究機関等で、知的財産業
務に従事する職員等（特に知財初学者）を対象に、知的財産の基礎知識の習得をはじめ、業務遂行に必要な知財マイン
ドの醸成を目指します。
［日時］

令和 4 年 6 月 7 日（火）～ 9 日（木）
（3 日間）

［場所］

Zoom によるオンライン研修

［参加費］ 8,300 円（消費税込）
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/gyosei/syo/index.html
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
◆◆◆関東◆◆◆
《セミナー》
「海外展開・国際ビジネスにおけるデジタル活用のメリット－日米比較と米国の DX 推進事例－」を開催し
ます
◆東京商工会議所は、日米両国の DX 推進状況や、人手不足や市場の縮小が進む中、日本企業が海外展開・国際ビジネ
スで DX を活用するメリット、参考となる米国の先進事例を紹介するセミナーを開催します。

［日 時］2022 年 4 月 27 日（水）15:00～16:00
［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://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=200040
……………………………………………………………………………………………
《参加者募集》
「東京都異業種交流グループ」参加者を募集します
◆東京都立産業技術研究センターでは、異なる業種の中小企業者が集まり、各々の企業が抱える課題の解決や新製品開
発及び新分野への進出などを目指して活動する東京都異業種交流グループの参加者を募集します。
［参加期間］2022 年 7 月～2023 年 3 月 毎月 1 回（平日の午後）
［場 所］(地独)東京都立産業技術研究センター本部（東京都江東区）等
［参加費］無料
https://www.iri-tokyo.jp/site/jigyou/igyoushuboshuu.html
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★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）
（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」
「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】
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、今回はアフターコロナにおける SDGs
の取組み方についての疑問にお答えします。
コロナの影響で SDGs に取り組むポイントはどう変化したのか解説します。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/qa/org/Q1434.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
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

