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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.1030 /2022.06.22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆「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★
～「健康経営」が会社を変える～
★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》事業再構築補助金について（令和 4 年 6 月 9 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 6 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」
《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（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】
《相談窓口》人材育成オンライン相談窓口を開設しました
【関東】
《セミナー》
「テレワーク課題解決セミナー～テレワーク活用・定着に向けた東京都支援事業の活用法～」を開催しま
す
《セミナー》合同企業説明会（TOKYO JOB FAIR）の企業募集説明会を開催します
《セミナー》次世代経営人材の発掘・育成法（オンライン）を開催します
《セミナー》
「働く女性のためのキャリアデザイン＆スキルアップセミナー」を配信します
【近畿】
《セミナー》
「外部人材活用セミナー ～"副業・兼業"がもたらす企業と社員の成長～」を開催します
《セミナー》
「愛知県産業立地セミナー2022 IN 大阪」を開催します
《セミナー》
「航空機産業向け施策説明会」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★
～「健康経営」が会社を変える～
◆1970 年代、菅原文太さんが主演を務めた映画「トラック野郎」シリーズが一世を風靡した。主人公が乗る派手な装飾
を凝らした「デコトラ」が人気を呼び、若者のあこがれの職業だったことがあった。けんかや交通違反は当たり前の破
天荒なストーリー。コンプライアンスが厳しい今の世の中では批判を浴びかねない内容もあるのだが、当時、運転手だ
けでなく、多くの人々に愛された作品だ。その半面、トラックドライバーというと「トラック野郎」のイメージが定着
してしまった感もある。
◆「怖そうで乱暴なイメージを持たれがちだが、今はそんなことはない。まったくいないとは言わないが、世間の見方
とは大きなギャップがある」
。千葉県四街道市の物流会社、日東物流の菅原拓也社長はそんな古い先入観を笑って一蹴す
る。菅原氏が経営の舵をとる日東物流は、野菜や鮮魚、精肉などの冷凍・チルド食品を 24 時間体制で関東エリアの飲食
店やスーパーなどに配送している。長時間労働の改善やドライバーの健康管理に積極的に取り組み、世の中に広がる運
輸・物流業界のイメージ改善に努めている。
◆経営的な視点で従業員の健康管理や健康増進を実施する「健康経営」にもいち早く取り組み、2017 年に「健康経営優
良企業（中小規模法人部門）
」の認定を受けた。21 年には特に優れた法人に与えられる「ブライト 500」にも選出され
た。いずれも千葉県内の物流会社としては初めてのことだという。健康診断の結果をもとに面談を定期的に実施した
り、通院したら眠気を催す成分はないか処方薬を確認したり。喫煙率が高いドライバーの禁煙を促すため、達成者に報
奨金を支給するキャンペーンを展開し、喫煙率を半減させた。睡眠時無呼吸症候群（SAS）や MRI による脳疾患の検査
も取り入れた。大手でもなかなかできない取り組みだ。
◆若者の就業率は減少傾向にあり運輸・物流業界は慢性的な人手不足に悩んでいる。
「トラック野郎」よりもむしろ「きつ
い」
「危険」といったイメージも影響を与えている。長時間労働の改善など従業員が働きやすい労働環境を整えることは
業界全体の喫緊の課題だ。
「健康経営」はそれなりの投資が必要で、中小企業の中に躊躇するところも少なくないかもし
れない。だが、今や取引や投資を行う上での判断基準の一つにもなっている。
「
『あの会社ができるのなら、うちもできる』
。
そう考えてくれる同業者が増えてほしい。それによって、世の中の業界への見る目は変わってくる」と菅原氏は話してい
た。
（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
予算／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》事業再構築補助金について（令和 4 年 6 月 9 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 6 月 13 日更新）
（再掲）
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
……………………………………………………………………………………………
《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」
Vol3 いま「アトツギ甲子園」がアツい！ ベンチャー型承継が生む新ビジネス
https://journal.meti.go.jp/p/21569/
塗料をコスプレ素材に、無添加みそを粉末に。後継者が新しい発想でビジネスプランを競うピッチイベントをご紹介。
…………………………………………………………………………………………
《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。
（再掲）
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
畳需要の減少のなかで、老舗畳店が補助金を活用し、売上拡大
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18457/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★今週のトピックス★
◆◆◆全国◆◆◆
《相談窓口》人材育成オンライン相談窓口を開設しました
◆中小機構では、中小企業者・小規模事業者の人材育成に関する様々なお悩みに人材育成の専門家がオンラインで相談
に応じるサービスを開始しました。1 回あたりの相談時間は 2 時間以内、1 社あたり 3 回まで利用可能です。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.smrj.go.jp/institute/consulting/index.html
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
◆◆◆関東◆◆◆
《セミナー》
「テレワーク課題解決セミナー～テレワーク活用・定着に向けた東京都支援事業の活用法～」を開催します
◆東京都テレワーク導入・運用課題解決サポート事務局ではテレワーク活用・定着を促進するためのセミナーを開催し
ます。
「テレワーク課題解決コンサルティング」等の専門家支援や、補助金・助成金を活用した環境整備支援など、都内
企業のテレワーク活用・定着に向けた支援事業を紹介します。
［日 時］
2022 年 6 月 27 日(月) 14:00～15:30（接続可能開始時間 13:45～)
［場 所］
オンラインセミナー
［参加費］
無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://workstyle.metro.tokyo.lg.jp/seminar/462/?id=ck220627
…………………………………………………………………………………………
《セミナー》合同企業説明会（TOKYO JOB FAIR）の企業募集説明会を開催します
◆東京都は、インドネシア・ベトナム在住の外国人材と都内中小企業とのマッチングの場を提供する合同企業説明会
「TOKYO JOB FAIR」の企業募集説明会を開催します。
［日 時］
2022 年 7 月 13 日（水）
・7 月 21 日（木）13:00～14:30（両日）
［場 所］
JOB HUB SQUARE（東京都千代田区）＆オンライン
［費 用］
無料

詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://forms.office.com/r/iXsfXKS2BU
…………………………………………………………………………………………
《セミナー》次世代経営人材の発掘・育成法（オンライン）を開催します
◆東京都中小企業振興公社では、企業を存続、発展させる次世代の経営人材の発掘・育成法についてセミナーを開催い
たします。
［日 時］
7 月 27 日 (水）14:00～16:00
［場 所］
オンラインセミナー
［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/2207/0002.html
…………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「働く女性のためのキャリアデザイン＆スキルアップセミナー」 を配信します
◆東京都労働相談情報センターでは、労働者を対象に、働く女性が直面する壁やライフイベントとの両立、求めるキャ
リアを実現するために必要なスキル等について解説するオンラインセミナーを配信します。
［日 時］
6 月 29 日（水）から 7 月 19 日（火）まで
［場 所］
オンライン（オンデマンド配信）
［費 用］
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-001226
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
◆◆◆近畿◆◆◆
《セミナー》
「外部人材活用セミナー ～"副業・兼業"がもたらす企業と社員の成長～」を開催します
◆大阪商工会議所では、企業がデジタル化等の専門知識を要する業務や新規事業を進める際に活用が期待される「外部
人材（副業・兼業人材）
」について、活用メリットや受入れに係る対応ポイントを解説するセミナーを開催します。
［日 時］
７月７日 14：00～16：00
［場 所］
オンライン（Zoom ウェビナー）開催
［参加費］
無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202205/D27220707038.html
…………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「愛知県産業立地セミナー2022 IN 大阪」を開催します
◆愛知県では、県内における企業の新規立地や事業拡大につなげるため、関西圏の主要企業、外資系企業の皆様を対象
に、愛知県の厚い産業集積、優れた交通インフラ等の立地環境や立地優遇施策等を紹介するセミナーを開催します。
［日 時］
7 月 25 日（月）16：00～18：20
［場 所］
ホテルグランヴィア大阪（大阪市北区梅田）後日 YouTube 配信有り
［費 用］
無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/seminar-osaka2022.html
…………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「航空機産業向け施策説明会」を開催します
◆関西航空機産業プラットフォーム NEXT（近畿経済産業局、関西経済連合会、NIRO）では、逆風に立ち向かい挑戦を
続ける航空機関連企業を支えるべく「事業再構築補助金」
、
「専門家派遣事業」
、
「ビジネスマッチング」等の施策をご紹
介します。
※締切りが近づいておりますので、お申し込みはお早めに！
［日 時］
6 月 30 日（木）15：00～16：30
［場 所］
オンライン（Webex を利用）
［参加費］
無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/kokuuki/eventpage/event_top.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】
SDGs 達成に貢献している中小企業などの先進事例を紹介するシリーズ、今回は沖縄の本土復帰前から旅行業を営み沖
縄県の観光産業を支えてきた企業を取材。組織として行ってきた取り組みそのものが「SDGs の体現」だったという同
社の今までの実績や、これからの取り組みについてお話を伺いました。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/special/chusho_sdgs/sdgs/20220606.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

