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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★ 
ハードルが下がる？流れ星に願い事  
★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》事業再構築補助金について(令和4年3月28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4月28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） 
《公募情報》商店街等を対象とした専門家派遣等を行います(令和4年4月28日更新) 
《ＰＲ情報》2022年版中小企業白書・小規模企業白書をまとめました(令和4年4月26日更新) 
《ＰＲ情報》商店街づくりノウハウ集を公表しました(令和4年4月26日更新) 
《ＰＲ情報》よろず支援拠点で新たな取組を開始します(令和4年4月27日更新) 
《公募情報》IT導入補助金の公募について(令和4年4月8日更新)(再掲） 
《事業者対策》日野自動車の一部生産停止により影響を受ける中小企業・小規模事業者対策を行います(令和4年4月13
日更新)（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】 
《イベント》「サステナブル・オンライン商談会～より環境にやさしいビジネスへ～」を開催します 
《イベント》「証券会社が仲介するプライベートプレイスメントに関する情報交換会」を開催します 
【東北】 
《イベント》「みやぎ地域連携マッチング・デイズ2022」を開催します 
【関東】 
《イベント》「地方発！ベンチャー企業ミートアップ」を開催します 
《公募》「Tokyo Contents/Solution Business Award」の申込を受付中です 
《公募》「東京都ベンチャー技術大賞」を募集します 
《ＰＲ情報》海外取引サポートナビゲータによるハンズオン支援 
《ＰＲ情報》令和４年度越境EC出品支援募集開始のお知らせ（5/20応募締切） 
★調査・研究レポート★ 
★支援機関ニュース★ 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 



□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 
★巻頭コラム★ 

～ハードルが下がる？流れ星に願い事～ 
◆「流れ星に願い事を3回唱えると願いがかなう」。このロマンティックな言い伝えを多くの人がご存じだろう。米国の

学者、ジョン・G・バーク氏の書籍「CosmicDebris: Meteorites in History」に次のような記述がある。《いくつかのロー

マカトリック教会のコミュニティでは、流れ星は霊魂であるとされ、煉獄（れんごく）で罪を償っているか、この世を

さまよっていると考えられている。フランスやドイツでは、流れ星が消える前に3回「Rest in peace（安らかにお眠り

ください）」と唱えると、霊魂が煉獄から抜け出すことができると信じられた》 
◆「煉獄」とは、天国と地獄の間にある中間的な清めの期間のこと。願い事ではないが、こうした信仰が「流れ星に願

い事」のルーツとも考えられている （諸説あり）。一方で、「言い伝えは、願い事はかなわないという意味」といった、

現実的で無粋な見方もある。流れ星を実際に見た人はお分かりだろうが、大抵の流れ星は突如として夜空に現れ、1秒足

らずで消えていく。その間に願い事を3回も唱えるのはまず無理。つまり、願い事はかなわないもの、というのだ。 
◆この言い伝えに大きな影響を与えかねない事業が今、着々と進んでいる。宇宙ベンチャー、ALE(エール、東京都港区)
が「宇宙エンターテインメント事業」として手掛けている人工流れ星だ。流れ星の素となる「流星源」という直径1cm
ほどの金属の粒を自社開発の人工衛星に載せて宇宙から放つと、粒が大気圏突入の際に燃え尽き、その様子が地上から

は流れ星に見えるというものだ。 
◆同社の創業者で代表取締役/CEOをつとめる岡島礼奈（れな）氏は、東京大学で天文学を専攻していた2001年、「し

し座流星群」を目にした際に人工流れ星を思いついたという。その10年後に同社を設立。ベンチャーキャピタルなどか

らの出資を募り、これまで2回、人工衛星を打ち上げた。肝心の人工流れ星は一度、失敗に終わったが、2023年に再チ

ャレンジする予定で、「100％近い成功の自信がある」（岡島氏）という。 
◆岡島氏によると、人工流れ星は「おおいぬ座」で最も明るいシリウス並みで、都会でも肉眼で見える程度の明るさ。ま

た、天然の流れ星より速度が遅く、数秒ほどは眺められるという。「短い単語であれば、流れ星に願い事を 3 回唱えられ

そう」と岡島氏。うれしい話のようだが、あまりにハードルが下がると、言い伝えのありがたみが薄れそうで、複雑な気

持ちでもある。（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》事業再構築補助金について(令和4年3月28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4月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》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 
………………………………………………………………………………………… 
《公募情報》商店街等を対象とした専門家派遣等を行います(令和4年4月28日更新) 
地域の商店街等が抱える課題を解決し、当該地域の魅力・価値向上を図り、持続可能な地域への変革を目指す商店街等

を対象に、専門家の派遣やワークショップの開催により課題解決に向けた取組を伴走支援します。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2022/220428jinzai.html 
………………………………………………………………………………………… 
《ＰＲ情報》2022年版中小企業白書・小規模企業白書をまとめました(令和4年4月26日更新) 
中小企業庁では、2022年版中小企業白書・小規模企業白書をまとめました。 
2022年版白書では、新型コロナウイルス感染症の流行や原油・原材料価格の高騰等の外部環境に直面する中小企業・小

規模事業者の動向、中小企業・小規模事業者のそれぞれが自己変革に向けて、新たな挑戦を行うために必要な取組につ

いて、企業事例を交えながら分析を行っています。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.meti.go.jp/press/2022/04/20220426003/20220426003.html 
………………………………………………………………………………………… 
《ＰＲ情報》商店街づくりノウハウ集を公表しました(令和4年4月26日更新) 
中小企業庁では、商店街をはじめとする商業集積地における環境の変化を踏まえ、地域における持続可能な活動を進め

るため、全国の先進的な取り組みを分析し、「地域の持続可能な発展に向けた商店街づくりのノウハウ集」としてまとめ



ました。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2022/220426shoutengai.html 
………………………………………………………………………………………… 
《ＰＲ情報》よろず支援拠点で新たな取組を開始します(令和4年4月27日更新) 
令和4年度よろず支援拠点事業において、新たな取組として、成長を目指す中小企業を積極的に発掘して支援する伴走

型支援事業を開始します。他の支援機関と連携を深め、中小企業を地域一丸となって支援する体制の構築を目指しま

す。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/network/2022/220427yorozu.html 
………………………………………………………………………………………… 
《公募情報》IT導入補助金の公募について(令和4年4月8日更新)（再掲） 
「IT導入補助金」では、IT導入による業務効率化・データ活用、インボイス制度への対応、複数社で連携したDXの推

進など、中小企業等の生産性向上に資する取組を支援します。通常枠（１次締切）、デジタル化基盤導入枠（２次締切）

は、ともに５月１６日です。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.it-hojo.jp/ 
………………………………………………………………………………………… 
《事業者対策》日野自動車の一部生産停止により影響を受ける中小企業・小規模事業者対策を行います(令和4年4月13
日更新)（再掲） 
経済産業省は、日野自動車の一部生産停止により影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り等に関する

相談を受け付ける特別相談窓口を設置し、公的金融機関による資金繰り支援を実施するなど、支援策を講じることとし

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/2022/04/20220413002/20220413002.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 
自社製品の開発から販売のために補助金の提案までを行っている事例を紹介！ 
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18188/ 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 
★今週のトピックス★ 

◆◆◆全国◆◆◆ 
《イベント》「サステナブル・オンライン商談会～より環境にやさしいビジネスへ～」を開催します 
◆中小機構関東本部および近畿本部は、大手企業のSDGs推進に関連した技術開発ニーズに対して、中小企業が得意と

する既存製品や技術等とのマッチングを支援する商談会を開催します。大手企業31社から発信される88件の技術開発

ニーズに対して、製品・技術の提案が可能です。 
［開催期間］5月9日（月）～6月3日（金） 
［参加費］   無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://kanto-bizmatch.smrj.go.jp/ 
…………………………………………………………………………………………… 
《イベント》「証券会社が仲介するプライベートプレイスメントに関する情報交換会」を開催します 
◆日本証券業協会（経済産業省後援）では、非上場企業の新たな資金調達手段として、証券会社が非上場企業と国内外

の投資家を仲介するプライベートプレイスメント業務（非上場株式等に係る私募の取扱い等）について、その周知・利

用促進を図ることを目的に、上記イベントを開催します。 
［日 時］5月24日（火） 16：00～19：00 



［場 所］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.jsda.or.jp/about/gyouji/20220421101612.html 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
◆◆◆東北◆◆◆ 
《イベント》「みやぎ地域連携マッチング・デイズ2022」を開催します 
◆みやぎ産業振興機構では、今後の成長が期待される新技術や新商品の創出と、県内産業の更なる発展を目的としたイ

ベント「みやぎ地域連携マッチング・デイズ2022」を開催します。 
［日 時］令和4年6月21日（火）～7月4日（月） 
［場 所］現在、特設サイトを準備中です。 
出展者情報については、以下のサイトをご覧ください。 
［参加費］無料 
    
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.joho-miyagi.or.jp/matching-days2022 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
◆◆◆関東◆◆◆ 
《イベント》「地方発！ベンチャー企業ミートアップ」を開催します 
◆中小機構関東本部では、関東経済局、関東財務局と連携し、「地方発！ベンチャー企業ミートアップ」～カーボンニュ

ートラル特集～を開催します。技術力を活かしカーボンニュートラル社会の実現に取り組む6社が、多様なテーマで登

壇します。 
［開催日］ 5月19日（木）14時00分～15時50分 
［形 式］ 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.kanto.meti.go.jp/seisaku/venture/4fy_venture_meetup.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《公募》「Tokyo Contents/Solution Business Award」の申込を受付中です 
◆東京都では、都内中小企業者等のVR、AR、AI等の先端技術を活用した社会課題解決に資する優れたコンテンツやソ

リューションを広く募る「Tokyo Contents/ Solution Business Award」の締切が迫っています。賞金（大賞300万円）の

ほか、販路開拓支援として、出展支援、広報支援、専門家派遣を実施します。 
［募集期間］ 5月25日（水）まで 
［参加費用］ 無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://tcsba2022.jp 
…………………………………………………………………………………………… 
《公募》「東京都ベンチャー技術大賞」を募集します 
◆東京都では、都内の中小企業がその技術力を活かして開発した、革新的で将来性のある製品・技術を表彰する「東京

都ベンチャー技術大賞」へのエントリーを募集中。また、本公募にあたり説明会も開催いたします。 
［募集期間］ 5月27日（金） 
［説明会開催日］ 5月13日（金）15時30分～17時00分 予定 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/04/13/04.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《ＰＲ情報》海外取引サポートナビゲータによるハンズオン支援 
◆（公財）東京都中小企業振興公社では、ウクライナ情勢の緊迫化により影響を受けている中小企業に海外ビジネスに

精通した専門家を派遣し、海外の新たな販売・仕入先の開拓を目的としたマッチング等の支援をします。 
利用には条件がございますので、詳しくは以下のサイトをご覧ください。 
https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/support/urgent_support.html 
…………………………………………………………………………………………… 



《ＰＲ情報》令和４年度越境EC出品支援募集開始のお知らせ（5/20応募締切） 
◆（公財）東京都中小企業振興公社は、越境EC（海外ネット通販）で海外市場への販路開拓を考える都内中小企業に対

し、「越境EC出品支援事業」を実施します。 
［募集期間］ 令和4年5月20日（金）まで 
［参加費］ 特設サイトへの掲載は無料です。ただし、指定倉庫までの出品 
商品の発送・返送料は企業負担となります。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/promotion_support/ 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 
★調査・研究レポート★ 

◆早期景気観測調査（４月調査・2022年４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」 
 「円安進行が業績に与える影響」 
 「2021年度の採用実績の動向」 
今月の基調判断 
 「業況ＤＩは、活動回復が進み２か月連続の改善先行きは、コスト増への警戒感強く厳しい見方」 
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、従業員の資格取得を推奨す

る制度を作りたいと考える経営者の疑問です。資格取得支援を制度化する際に留意すべき3つのポイントとは…！？ 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://j-net21.smrj.go.jp/qa/hr/Q1438.html 
…………………………………………………………………………………………… 
◆中小機構イベントカレンダー 
2022年5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 


