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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★
～100 年企業の新たなチャレンジ キーワードは「健康」
「予防」～
★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 5 月 20 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 4 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 30 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）
《公募情報》令和 3 年度補正予算事業「デジタルツールを活用した海外需要拡大事業費補助金」の公募を開始しまし
た。
（令和 4 年 5 月 17 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」
（再掲）
★中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポ plus」★
特許権や商標権などの知的財産権を活用した「知財戦略」のヒントとなる事例を紹介！
★今週のトピックス★
【全国】
《研修》
「非正規雇用者が活躍する組織づくりの進め方」を開講します
【関東】
《経営相談》
「FOOMA JAPAN 2022」経営相談ブースを設置します
《助成金》
「先進的防災技術実用化支援事業」の申請エントリーを受付中
《セミナー》
「副業・兼業制度導入と人材活用のコツ」を開催します
《セミナー》
「東京都ものづくり生産性革新スクール（入門コース）
」を開講します
《セミナー》
「3 次元 CAD＆CAE 操作体験セミナー」 のご案内
★調査・研究レポート★
★支援機関ニュース★
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★巻頭コラム★
～100 年企業の新たなチャレンジ キーワードは「健康」
「予防」～
◆東京商工リサーチによると、日本には創業 100 年以上の企業は約 4 万社あるという。千葉県四街道市の総合医薬品商
社、岩渕薬品株式会社もその一つだ。創業は 1914 年（大正 3 年）
。同じ千葉県の佐倉市に薬局を開業したのが始まり
だ。この年、日本近代建築の父、辰野金吾が設計した東京駅が落成。宝塚歌劇団の初公演が行われ、鹿児島の桜島が大
噴火を起こして大隅半島と陸続きになった。世界に目を向けると、第一次世界大戦が勃発した年でもある。その後、関
東大震災、太平洋戦争の災禍を潜り抜け、地元の病院や診療所などに医薬品を供給する卸売業を展開し、現在の礎をつ
くった。
◆長い歴史を持つ岩渕薬品の経営の舵を握るのが 5 代目社長の岩渕琢磨氏。2019 年に社長に就任後、社員の健康管理に
役立つ企業向けのアプリケーションソフトを開発し、サービスの提供を始めた。ウォーキングの歩数を競い合うアプリ
で、チャット機能で社員同士のコミュニケーションがとれる。企業がイニシアチブを取って、社員に働きかけて健康管
理に取り組む仕掛けだ。
「個人でやると、なかなか長続きしない。会社と個人をセットにしないとだめ。組織ぐるみでや
ることでみんなが取り組める」と岩渕氏は話す。
◆ウォーキングは誰でも手軽にできる有酸素運動で、肥満や糖尿病など生活習慣病の予防・改善効果が高い。健康でい
ることで、心も体も活き活きと前向きになる。社員みんなが健康であれば、仕事のパフォーマンスが上がり、会社にも
活力が生まれてくる。
「企業同士で競い合えば、企業間のコミュニケーションもよくなる。県内の企業にアプリの利用が
広がって、一緒に『社員の健康のためにかんばっている』という機運や団結力が生まれる」と岩渕氏はアプリ活用の意
義を説明する。
◆このアプリの事業を「第 2 の創業」と位置付けている岩渕氏。まずはアプリを地元の企業に広げ、企業の健康管理を
サポートするビジネスの展開を目指している。ウォーキングする利用者たちの交流が広がり、情報を交換する中で、野
菜などの地元の物産や観光、立ち寄りスポットに人気が出れば、地域の活性化にもつなげることができる。
「健康」
「予
防」をテーマにスタートさせたこの事業には、もう一つ「地域の課題解決」というキーワードがある。
◆新たな事業を模索する中、地域の自治体や介護施設を回り、今まで気づかなかったさまざまな地域の課題に気付かされ
たそうだ。
「これまでの 100 年は、地域の皆さんに支えられてやってこられた。その 100 年分の恩を 1 年 1 年、コツコツ
と返していけば、きっと次の 100 年を迎えることができる」と岩渕氏。地域に密着した新たなビジネス展開で創業 200 年
の歩みを進めている。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★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 5 月 20 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 4 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 30 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
…………………………………………………………………………………………
《公募情報》令和 3 年度補正予算事業「デジタルツールを活用した海外需要拡大事業費補助金」の公募を開始しまし
た。
（令和 4 年 5 月 17 日更新）
（再掲）
令和 3 年度補正予算事業「デジタルツールを活用した海外需要拡大事業費補助金」の公募を開始しました。本事業は、
越境ＥＣ（電子商取引）を取り入れた取組に対し、その経費の一部を補助するものです。
詳しくは以下のサイトをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2022/220517digital-tool.html
…………………………………………………………………………………………
《PR 情報》経済産業省広報サイト「METI Journal オンライン」
（再掲）
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://journal.meti.go.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
特許権や商標権などの知的財産権を活用した「知財戦略」のヒントとなる事例を紹介！
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18352/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★今週のトピックス★
◆◆◆全国◆◆◆
《研修》
「非正規雇用者が活躍する組織づくりの進め方」を開講します
◆中小企業大学校 web 校では、中小企業向けオンライン研修を計 135 コースご用意しております。7 月開講の本講座
は、非正規雇用者を中心とした多様な人材が能力を発揮して、活躍し、やりがいを感じる働き方を実現するための「雇
用管理の考え方」と「仕組みづくりの進め方」について、実際の事例等を交えて実践的に学びます。
［開催日時］
7 月 8 日（金）
、7 月 15 日（金）
、7 月 22 日（金）
、7 月 29 日（金）
各回 14:00～17:00
［場 所］
オンライン開催
［受講料］
22,000 円
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220070/
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
◆◆◆関東◆◆◆
《経営相談》
「FOOMA JAPAN 2022」経営相談ブースを設置します
◆中小機構では、
「食の安全・安心」に関心が高まる中、食品機械の最先端テクノロジー、製品、サービスを通して、食
の技術が拓く、ゆたかな未来」を提案することを目的とした展示会「FOOMA JAPAN 2022（国際食品工業展）
」内で経
営相談ブースを設けます。お申込みフォームより事前にご予約ください。
［開催日時］
6 月 7 日（火）～10 日（金）10:00～17:00
［場
所］
東京ビッグサイト 東 1～8 ホール
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.foomajapan.jp/guide/global/
…………………………………………………………………………………………
《助成金》
「先進的防災技術実用化支援事業」の申請エントリーを受付中
◆（公財）東京都中小企業振興公社では、都内事業者が自社で開発した、都市防災力を高める優れた技術・製品・試作
品の改良・実用化に要する費用を一部助成するほか、その後の普及促進を支援する、
「先進的防災技術実用化支援事業」
の申請エントリーを受付中です。
［申請エントリー］ 6 月 30 日（木）17 時まで
［申請書提出期間］ 7 月 1 日（金）～7 月 6 日（水）
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/bousai.html
…………………………………………………………………………………………
《セミナー》 「副業・兼業制度導入と人材活用のコツ」を開催します
◆東京都労働相談情報センターでは、
「副業・兼業」をテーマにしたセミナーを開催します。１日目は、副業・兼業制度
の概要や、企業が制度を整備する上でのポイントを法的観点から解説。２日目は、経営課題解決のための副業プロフェ
ッショナル人材活用方法について、事例を踏まえて解説します。
［日 時］
1 日目 6 月 24 日（金）14:30～16:30
2 日目 6 月 29 日（水）14:30～16:30
［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-001222
…………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「東京都ものづくり生産性革新スクール（入門コース）
」を開講します
◆東京都中小企業振興公社では、製造現場全体の流れの改善に繋がる基礎知識を体系的に学ぶことができる「東京都も
のづくり生産性革新スクール（入門コース）
」を開講します。
［募 集］
令和 4 年 5 月 10 日（火）～6 月 10 日（金）

［日 時］
令和 4 年 6 月 24 日（金）～7 月 22 日（金）各日 13:00～16:00
［場 所］
オンライン
［費 用］
15,000 円/お一人につき
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2205/0009.html
…………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「3 次元 CAD＆CAE 操作体験セミナー」 のご案内
◆埼玉県産業技術総合センターでは、SOLIDWORKS を使って CAD ソフトの機能と操作方法を少人数で学ぶ体験セミ
ナーを開催します。
［日 時］
6 月 15 日（水）9:30～16:30
［場 所］
埼玉県産業技術総合センター
［参加費］
無料（事前申し込み）
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/saitec/seminar/koshukai/r4/cadcae2.html
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★調査・研究レポート★
◆早期景気観測調査（５月調査・2022 年５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」
「2021 年度の設備投資の実績」
「2022 年度の設備投資の動向」
今月の基調判断
「業況ＤＩは、活動回復で個人消費が持ち直し、改善
先行きは、価格転嫁が追いつかず、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、パワーハラスメントの起こらな
い職場にするにはどうすればいいかについて。パワーハラスメントの定義を明確にしたうえで、パワーハラスメントは
許さないと明確に発信することが大切です。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/qa/hr/Q1442.html
……………………………………………………………………………………………
◆中小機構イベントカレンダー
2022 年 6 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

