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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.1028 /2022.06.08 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆「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★
～狙われる中小企業、サイバーセキュリティは焦眉の急～
★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 6 月 7 日更新）
《新型コロナ関連》事業再構築補助金について（令和 4 年 6 月 9 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 6 月 13 日更新）
《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」
《意見募集》補助金申請データ等のビッグデータの活用方法についての意見を募集します
★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》IT 導入補助金 2022「セキュリティ対策推進枠」の公募を開始しました
《公募》
「IP ランドスケープ支援事業」第１回公募のご案内
【関東】
《PR 情報》
「産業交流展 2022」出展者の募集を開始します
《PR 情報》
「高性能な消火器」の追加設置を助成します
《セミナー》
「消費税のインボイス制度の概要と今のうちに準備すべきこと」を開催します
【九州】
《セミナー》事業者のためのビジネス法務セミナーを開催します
《セミナー》ＢＣＰ・事業継続力強化計画普及啓発セミナーin 福岡を開催します
★調査・研究レポート★
★支援機関ニュース★
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★巻頭コラム★
～狙われる中小企業、サイバーセキュリティは焦眉の急～
◆人気刑事ドラマ「相棒」には、おなじみの登場人物が多い。主役の杉下右京とその相棒、捜査一課の刑事、警察庁や
警視庁の幹部、そして右京行きつけの小料理屋の女将…。4 代目の相棒が警視庁を去り、次回のシーズン 21 から 5 代目
が登場すると予想されるなど、顔ぶれの入れ替えは多少あるが、2000 年の放送開始以来、いずれもドラマには欠かせな
い役柄となっている。
◆そんななか 6 年前のシーズン 15 から加わった役柄がサイバーセキュリティ対策本部の捜査官だ。
「相棒」は、その
時々の社会現象や新手の犯罪など時代背景を巧みに取り上げてきた。サイバーセキュリティ対策本部の登場は、当然な
がらサイバー犯罪の増加を受けてのものだろう。SNS や VR、マッチングアプリ、暗号資産（仮想通貨）などサイバー
空間での犯罪を扱ったストーリーも数多く放送されている。
◆実際のサイバー犯罪には、企業をターゲットにしたものも多い。その代表的なものがランサムウェアだ。企業のコン
ピューターシステムをウイルス感染などによって使用できないようにしたうえで、金銭（身代金＝ランサム）を要求す
る。しかも仮に要求どおり金銭を支払ったとしても復旧する保証はない。日本国内でも、企業ではないが、複数の病院
が被害にあい、患者のカルテを閲覧できなくなるという事態が最近起きている。なかには億単位の費用をかけて自力で
復旧させた病院もあった。
◆また今年 3 月には、自動車部品メーカーがランサムウェアによるサイバー攻撃を受けたことが原因で、部品納入先で
ある大手自動車メーカーの国内全工場で生産ラインがストップした。今やサイバー攻撃では、大企業よりも、対策が不
十分とみられる中小企業の方が狙われているとの見方もある。情報処理推進機構（IPA）がまとめた「2021 年度中小企
業における情報セキュリティ対策の実態調査報告書」によると、過去 3 期にセキュリティ対策投資を行っていない中小
企業が全体の 3 分の 1 を占めた。
「必要性を感じていない」
「費用対効果が見えない」
「コストがかかりすぎる」が主な理
由だ。
◆確かに、
「被害にあっていない」と回答した企業が 8 割を超えており、まだ他人事かもしれない。しかし、実際にはサ
イバー攻撃を受けていながら企業が認識できていないケースもありえる、と IPA は指摘する。最近の事例からもわかるよ
うに、いったん被害にあえば、その影響は計り知れない。資金面・人材面で十分な余裕がない中小企業も多いだろうが、
サイバーセキュリティ対策は焦眉の急。国や自治体の支援策を活用するなどして対策を講じていくことが求められる。
（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 6 月 7 日更新）
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 6 月 9 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 6 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
……………………………………………………………………………………………
《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」
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」
Vol2 ここが成功のポイント！ 事業承継「新ガイドライン」の使い方
https://journal.meti.go.jp/p/21371/
事業の引き継ぎをお考えの中小企業経営者や後継者の皆様、ぜひご一読ください！
…………………………………………………………………………………………
《意見募集》中小企業庁は、
「PoliPoli Gov（β版）
」国民の声が行政に届くウェブサイトをトライアル利用し、補助金申
請データ等のビッグデータの活用方法についての意見を募集します。
詳しくは、以下のサイトをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/soudan/2022/220608.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
葬儀社向け世界初の AI システムの開発から販売まで取り組む事例を紹介！
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18435/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★今週のトピックス★
◆◆◆全国◆◆◆
《公募》IT 導入補助金 2022「セキュリティ対策推進枠」の公募を開始しました
◆中小機構は、中小企業生産性革命推進事業として実施中の「サービス等生産性向上 IT 導入支援事業（IT 導入補助
金）
」において、
「セキュリティ対策推進枠」を新たに設け、公募を開始しました。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.it-hojo.jp/
…………………………………………………………………………………………
《公募情報》
「IP ランドスケープ支援事業」第１回公募のご案内

◆（独）工業所有権情報・研修館(INPIT)では、
「市場」や「事業」の情報に「知財」の情報を合わせた分析を行い、企業
の抱える経営や事業の課題に対して、強みを活かした解決策のご提案をいたします。
（公募制、無料）
［公募期間］
6 月 6 日（月）から 7 月 8 日（金） 17 時まで
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
◆◆◆関東◆◆◆
《PR 情報》
「産業交流展 2022」出展者の募集を開始します
◆産業交流展 2022 実行委員会（東京都、中小企業団体等で構成）では、販路拡大、企業間連携の実現、情報収集・交換
などのビジネスチャンスを提供するため、中小企業による国内最大級のトレードショー「産業交流展 2022」の出展者を
募集します。
［日 時］
リアル開催
令和 4 年 10 月 19 日（水）～10 月 21 日（金）
オンライン開催
令和 4 年 10 月 12 日（水）～11 月 4 日（金）
［場 所］
リアル開催
東京ビッグサイト 南展示棟１～４ホール(東京都江東区)
オンライン開催
WEB サイト（https://www.sangyo-koryuten.tokyo/）
出展料その他、詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.sangyo-koryuten.tokyo/
…………………………………………………………………………………………
《PR 情報》
「高性能な消火器」の追加設置を助成します
◆（公財）東京都中小企業振興公社では、高性能型消火器の購入に係る費用の一部を助成します。
［助成対象期間］ 令和 4 年４月 1 日～令和５年 3 月 31 日
［助 成 金 額］
消火器１点あたり上限２万円×５点まで（１事業者あたり最大 10 万円まで助成）
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/tenanto.html
…………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「消費税のインボイス制度の概要と今のうちに準備すべきこと」を開催します
◆（公財）東京都中小企業振興公社では令和 5 年 10 月 1 日からスタートするインボイス制度について、制度の概要や必
要な手続き、システム導入の流れ、活用できる補助金をわかりやすく説明するセミナーを開催します。
［日 時］
2022 年 6 月 24 日(金)14:00～17:00
［場 所］
大田区産業プラザ Pio 2 階研修室
［参加費］
無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2206/0005.html
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
◆◆◆九州◆◆◆
《セミナー》事業者のためのビジネス法務セミナーを開催します
◆九州経済産業局では、福岡県ほか関係機関とともに、企業法務や中小企業における法律トラブルの実態に詳しい専門
家（弁護士）からビジネスを行う上で知っておくべき主要な法律や法務の基礎知識、実際の法律トラブル事例等をわか
りやすくご紹介するセミナー「事業者のためのビジネス法務セミナー ～備えあってこその安心経営～ 」を開催しま
す。
［日 時］
６月２４日（金） １４：００～１６：００
［場 所］
九州経済産業局 １Ｆ大会議室及びオンライン(Microsoft Teams)
（福岡県福岡市博多区博多駅東 2 丁目 11 番 1 号 福岡合同庁舎本館１F）
［費 用］
無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.kyushu.meti.go.jp/event/2206/220601_1.html
…………………………………………………………………………………………
《セミナー》ＢＣＰ・事業継続力強化計画普及啓発セミナーin 福岡を開催します
◆九州経済産業局では、福岡県ほか関係機関とともに、企業における自然災害・感染症・サイバーセキュリティ等の対
策や、事前対策の中核となるＢＣＰ及び事業継続力強化計画の策定ポイント、実際の策定事例等をご紹介し、計画策定

を体験するセミナー「ＢＣＰ・事業継続力強化計画普及啓発セミナーin 福岡」をオンラインにて開催します。
［日 時］
６月２７日（月）１４時００分～１７時００分まで
［場 所］
オンライン形式（Microsoft Teams）
［費 用］
無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.kyushu.meti.go.jp/event/2205/220530_1.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）(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」
「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】
J-Net21 のビジネス Q&A では、顧客情報の流出や従業員の不正などのリスクをマネジメントする方法を専門家が解説し
ます。
情報流出を未然に防ぐ対策と、情報流出が起きた場合の具体的な対策とは…？
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/qa/org/Q0395.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

