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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.1025 /2022.05.18 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆「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★
悔しさを原点に「おしぼり文化」発信
★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 5 月 13 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）
《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）
《PR 情報》経済産業省広報サイト「METI Journal オンライン」
★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】
《公募》
「モール活用型 EC マーケティング支援事業」を募集中です
【関東】
《募集情報》
「2022 年度東京ビジネスデザインアワード」の参加企業募集中
《公募情報》千葉県中小企業等海外出願・侵害対策支援事業補助金の公募の開始
★調査・研究レポート★
★支援機関ニュース★
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★巻頭コラム★
◆飲食店に入ると最初に出迎えてくれる「おしぼり」
。夏は冷たく、冬は熱々だと嬉しく、手や顔をぬぐうとホッとする存
在である。江戸時代に旅籠（はたご）の玄関に水を張った桶と手ぬぐいが用意され、旅人が手ぬぐいを桶の水に浸してし
ぼり、汚れた手や足をぬぐったことが「おしぼり」の語源といわれる。この日本独自の「おしぼり文化」を国内外に広め、
業界の変革に取り組んでいるのが、FSX（東京都国立市）の藤波克之代表取締役だ。
◆創業は 1967 年。克之氏の父・璋光氏が、東京都国立市で貸しおしぼり業の「藤波タオルサービス」としてスタートさ
せた。タオル地の心地よいおしぼりを自社で開発・生産し、東京都内の大半と神奈川県・埼玉県の一部地域を対象に、配
送サービスまで自社で手掛ける。定期配送顧客は飲食店、ホテル、理美容室、オフィスなど約 3000 件に上る。
◆ただ、単なる貸しおしぼり業にとどまらないところが同社の強みだ。例えば、抗ウイルス・抗菌を安全に叶える衛生技
術「VB（ブイビー）
」の開発。東京工業大学と慶応義塾大学発の合同ベンチャーとの共同研究によって生まれた特許技術
で、おしぼりに VB 水溶液を浸み込ませることでウイルスや菌を抑えられる。特に使い切りタイプはコロナ禍の中で注目
され、コロナ禍にもかかわらず売り上げは大きく落ち込まなかった。
◆ほかにも、おしぼりを最適な温度まで冷却・加熱できる冷温庫「REION」は、従来の冷温庫より 2 倍以上のスピードで
冷却・加熱ができる。香料メーカーと開発した香り付きの使い切りペーパータオル「AROMA Premium」は、女性目線に
よる大ヒット商品となった。最近では、業界で初めて AI（人工知能）技術を活かし、スマートフォンで撮影した画像から
回収ボックスに入っているおしぼり枚数をカウントできる映像解析技術を開発した。
◆販売面では、日本最大級のおしぼり EC（電子商取引）サイト「e-SHIZAI マーケット」を開設。さらには同業者向けに
自社の商品・資材や管理システム、販売データ分析ノウハウなどを提供するサービスを行うなど、ソフトとハードの両面
からおしぼりの新たな価値を創造する取り組みを進めている。
◆ここまで業界の変革にこだわるのは、藤波さんが同社に入社した頃、
「おしぼり屋なんかに…」と言われ、悔しい思いを
したためだ。実際に他社とほんの少しだけ値段が高いということだけで取引を打ち切られるケースもあった。
「おしぼり
には日本人のおもてなし文化が詰まっている。しかし一方で、おしぼり業界に対してはネガティブなイメージしか持たれ
ていない」
。低価格で価値も低い業界というイメージを払拭するために、時代に即した新しいおしぼり文化を再定義し、
おしぼりの可能性を広げようと決意した。
◆「今後は既存事業と新規事業の二刀流に取り組みたい」と藤波さん。例えば VB について、皮膚に対する抗老化作用が
あることを解明。その機能を何かの事業に活かしたいと考えている。また米国市場を始めとしたグローバル展開も進める
方針で、2021 年に海外での通販事業をスタートした。
「悔しさ」を原点に、国境を超えて日本のおもてなし文化を広げて
いく計画だ。
（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)（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 5 月 13 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
…………………………………………………………………………………………
《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
…………………………………………………………………………………………
《PR 情報》経済産業省広報サイト「METI Journal オンライン」
５月の政策特集は事業承継！支援策や現場の取り組みをわかりやすくお伝えします。
「その答えは、事業承継に ～つなぐ・変える・育む」
vol1「大廃業時代」に待った。中小企業の承継・成長に手厚い支援
https://meti-journal.jp/p/20907/
実行に移すなら今？中小Ｍ＆Ａの増加や「アトツギ」の活躍など、環境は変化しています。中小企業庁の日原財務課長に
話を聞きました。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★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
地域に密着した地元の信用金庫が地域企業の商品開発、ブランディング、販路開拓をサポートした事例を紹介！
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18268/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★今週のトピックス★
◆◆◆全国◆◆◆
《公募》
「モール活用型 EC マーケティング支援事業」を募集中です
◆中小機構では、EC に取り組みたい全国の中小企業・小規模事業者を対象に EC モールへの出品をサポートしています。
EC モールへの出品を通じて、販路開拓に必要な知識の取得、実践経験を積み、自社の販売拡大につなげていく一連の流
れを支援するプログラムに参加する企業を募集中です。
［募集期間］
越境モール：
令和 4 年 5 月 31 日（火）
［最終締切］
国内モール：
令和 4 年 5 月 31 日（火）
［4 次締切］
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://ecmall.smrj.go.jp/
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
◆◆◆関東◆◆◆
《募集情報》
「2022 年度東京ビジネスデザインアワード」の参加企業募集中
◆東京都では、都内のものづくり中小企業とデザイナーの協働による新事業創出を目的としたマッチングコンペを開催。
現在参加企業を募集中です。自社の技術を活用し新しいビジネス開発に挑戦したい方はぜひご応募ください。
［募集期間］
4 月 13 日（水）～6 月 22 日（水）
［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-design.ne.jp/company/
……………………………………………………………………………………………
《公募情報》千葉県中小企業等海外出願・侵害対策支援事業補助金の公募の開始
◆千葉県産業振興センターでは、令和４年度千葉県中小企業等海外出願・侵害対策支援事業補助金の公募を開始します。
優れた技術等を有し、それらを外国で広く活用しようとする千葉県内中小企業者の外国出願を支援するため、出願に要す
る費用を一部助成いたします。
［募集期間］
5/9（月)～6/3（金）
［補助率］
補助対象経費の 1/2 以内
［補助限度額］
1 企業 合計 300 万円以内
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=3272
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★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】
コロナ禍にめげず業績を伸ばしている中小企業を取材し、そのヒントを探る「コロナ禍でがんばる中小企業」から、FC 展
開で業績を伸ばすガトーショコラ専門店を紹介。コロナ禍にあって、あえて EC ではなく FC 展開にした理由とは？注目

されるきっかけはあの"ビッグボス"！？詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/special/covid-19/20220502.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

