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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 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 
◆「ロシアなどに対する制裁関連」はこちら。 
 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」はこちら。 
 https://www.meti.go.jp/ukraine/index.html 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 
＜今週のインデックス＞ 
★巻頭コラム★ 
 ～産業を支える"ゴリラの手"～ 
★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27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」 
 《PR情報》7月20日は中小企業の日、7月は中小企業魅力発信月間です 
 《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） 
 《公募情報》「JAPANブランド育成支援等事業」の公募について（再掲） 
 《公募情報》「ものづくり等高度連携・事業再構築促進事業」の公募について（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】  
 《表彰》海外で活躍する企業を表彰する『グローバル大賞2022』応募を受付中です 
【関東】 
 《セミナー》「経済安全保障セミナー 自社の技術が知らずに盗まれる？～実例を踏まえて今から対策を！～」を開催

します。 
 《セミナー》「昨今の国際情勢における企業の対応ポイント等について」を開催します。 
 《セミナー》「ウェルビーイング経営の意義と組織マネジメント～海上保安庁初の女性船長から観えている視点・リー

ダーシップ～」を開催します 
 《セミナー》「海外販路開拓活動におけるDX活用セミナー」を開催します 
 《セミナー》「海外ビジネスFS事業計画作成セミナー～基礎編～」を開催します 
 《PR情報》海外進出計画（F/S)作成支援～事前調査などの費用を助成し、進出計画完成を目指します！ 
★調査・研究レポート★ 
★支援機関ニュース★ 

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



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

～産業を支える"ゴリラの手"～ 
◆ゴリラは最強の霊長類といわれる。オスの体長 180 センチ前後、体重は 200 キロにもなる。そんな巨体にもかかわら

ず走る速度は時速 40～50 キロ。ウサイン・ボルトの世界記録を上回るタイムで 100 メートルを走り抜けられる計算だ。

握力は 400～500 キロもあるそうで、人間の成人男性の約 10 倍にも上る。想像もつかないパワーだ。襲われたらひとた

まりもない。だが、性格は温厚で知能も高い。「気は優しくて、力持ち」。動物園で人気が高いのはそんなギャップが魅力

になっている。 
◆重量物の搬送をアシストする「バランサー」を製造する元田技研（東京都八王子市）は、製品名に「ワイマン」という

名前を付けている。社長の元田公之さんによると、ゴリラの学名が由来で、「力持ち」という意味を込められているとい

う。調べてみると、ゴリラの学名は、なんと「ゴリラゴリラ」。ニシローランドゴリラは「ゴリラゴリラゴリラ」だった。

そこで日本哺乳類学会の篠原明男先生に「ワイマン」について聞いてみた。すると、ゴリラの学名の命名にかかわった人

物の名前ということが分かった。命名者かどうかは諸説あるようだが、偉大な解剖学者だったそうだ。 
◆バランサーは小さいものでは10キロほど、重いものでは1トンもする重量物を軽々持ち上げる。「持ち上げるというよ

りは、シーソーや天秤のように重いものをバランスさせているイメージ」と元田さんは説明する。クレーンのようなアー

ムで重量物を重さと同じ力で支え、重量物を無重力のような状態にする。複数の人員が必要だった搬送作業も少人数でで

きるようになる。重量物の搬送だけでなく、宙に吊り上げた作業にも便利。ものづくりや物流、サービスなど実に幅広い

業種で利用され、大手企業も数多く名を連ねている。 
◆「ワイマン」は元田さんの父が 50 年前に開発し、バランサーを世に広めた。しかし、父が経営していた会社は事業の

多角化に失敗し、2000 年に経営破綻の憂き目にあった。すでに「ワイマン」を導入していたユーザーから事業継続を求

める要請が根強く、ワイマン専業のメーカーとして再興したのが今の元田技研だ。50 年にわたって培っていた技術と経

験が礎となり、成長の原動力となっている。父から経営を引き継いだ元田さんは、東南アジアをターゲットに海外展開を

進めている。日本の産業を支えてきた"ゴリラの手"が世界の産業を支える日もそう遠くないかもしれない。（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27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」 
Vol5中小企業もこれで安心 M&A支援機関登録制度とは（最終回） 
https://journal.meti.go.jp/p/21711/ 
 
中小企業のM&Aによる事業承継が増えています。専門家に相談したい方におすすめの制度を紹介！ 
知っておいて損はない。起業じゃない、アトツギでもない、社長になる方法教えます。 
…………………………………………………………………………………………… 
《PR情報》7月20日は中小企業の日、7月は中小企業魅力発信月間です 
中小企業基本法の公布・施行日である 7 月 20 日を「中小企業の日」、7 月の 1 ヶ月間を「中小企業魅力発信月間」とし、

中小企業・小規模事業者の存在意義や魅力等に関する正しい理解を広く醸成する機会を国民運動として提供していきます。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.chusho.meti.go.jp/soudan/day.htm 
………………………………………………………………………………………… 
《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 
………………………………………………………………………………………… 
《公募情報》「JAPANブランド育成支援等事業」の公募について 
令和４年度当初予算事業「JAPANブランド育成支援等事業」の公募を令和４年６月２０日から開始します。（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/shogyo/chiiki/japan_brand/2022/22062002Jbrand-koubo.html 
………………………………………………………………………………………… 
《公募情報》「ものづくり等高度連携・事業再構築促進事業」の公募について令和 4 年度当初予算事業「ものづくり等高

度連携・事業再構築促進事業」の公募を開始しました。本事業は複数の中小企業等が連携し、連携体全体として新たな付

加価値の創造や生産性向上を図るプロジェクト等を支援します。（再掲） 
詳しくは以下のサイトをご覧ください。 
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2022/220617mono.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 
下請け脱却をめざして、自社ブランド工作機を試験場と共同開発 
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18555/ 

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

◆◆◆全国◆◆◆ 
《PR情報》海外で活躍する企業を表彰する『グローバル大賞2022』応募を受付中です 
◆一般社団法人東京ニュービジネス協議会が世界で活躍する企業と経営者を表彰するグローバル大賞の応募を受付中で

す。今年は SDGs のその先、「Regeneration（再生）」に取り組んでいる企業家を募集しています。 
応募締切：2022年7月8日（金） 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.nbc-world.net/honors/global/ 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
◆◆◆関東◆◆◆ 
《セミナー》「経済安全保障セミナー 自社の技術が知らずに盗まれる？～実例を踏まえて今から対策を！～」を開催し

ます。 



◆東京商工会議所では、技術・データの他国への流出実態を未然に防止することが急務となり、情報漏洩のリスクのが高

まっている中、公安調査庁担当者より、同庁の取組や、国内外の動向、技術・データの他国への流出実態について解説い

ただきます。 
［日 時］ 2022年7月12日（火）14:00～15:30 
［場 所］ オンライン（Zoom） 
［参加費］ 無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=200329 
………………………………………………………………………………………… 
《セミナー》「昨今の国際情勢における企業の対応ポイント等について」を開催します。 
◆東京商工会議所では、ロシア・ウクライナ情勢および米中対立など地政学的なリスクの顕在化により不確実性が高まっ

ていることを踏まえ、昨今の国際情勢における企業の対応ポイント等について、一般財団法人日本総合研究所会長の寺島

実郎氏より解説をいただきます。 
［日 時］ 2022年7月19日（火）14:00～15:30 
［場 所］ 会場：東京商工会議所 Hall＆Conference Room A1・A2 
（千代田区） 
オンライン：Zoom 
［参加費］ 無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=200336 
………………………………………………………………………………………… 
《セミナー》「ウェルビーイング経営の意義と組織マネジメント～ 
海上保安庁初の女性船長から観えている視点・リーダーシップ～」を開催します 
◆東京商工会議所中央支部ではダイバーシティとイノベーションの関係、組織マネジメント、更には社員満足度と生産性

などのトピックスを中心にセミナーを開催します。 
［日 時］ ７月２５日（月） １４：００～１６：００ 
［場 所］ 日本印刷会館（東京都中央区） 
［参加費］ 無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=200270 
………………………………………………………………………………………… 
《セミナー》「海外販路開拓活動におけるDX活用セミナー」を開催します 
◆神奈川産業振興センターでは、ビジネス環境の変化に対応するために必要となる、DX 活用に関するセミナー（オンデ

マンド配信）を開催します。実際にチャレンジしている企業からもお話いただきます。 
［日 時］ 2022年7月13日（水）9：00～7月14日（木）18：00まで 
［場 所］ オンデマンド配信 
［参加費］ 無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.kipc.or.jp/topics/seminar-event/dx-seminar/ 
………………………………………………………………………………………… 
《セミナー》「海外ビジネスFS事業計画作成セミナー～基礎編～」を開催します 
◆神奈川産業振興センターでは、海外進出の可能性を検討する上で必要な、現地の市場やリスクなどを把握するため、FS
（事業化可能性評価＝Feasibility Study)作成に関するセミナーを開催します。 
［日 時］ 基礎編（1）2022年7月19日（火）14:00～16：00 
  基礎編（2）2022年7月26日（火）14:00～16：00 
［場 所］ オンライン（Zoomウェビナー使用） 
［参加費］ 無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.kipc.or.jp/topics/seminar-event/2022fsbasic/ 
………………………………………………………………………………………… 
《PR情報》海外進出計画（F/S)作成支援～事前調査などの費用を助成し、進出計画完成を目指します！ 



◆神奈川産業振興センターは、県内中小企業の皆さまが、海外への進出に向けた事業計画を作成するため、国際化支援専

門員による作成に関するアドバイスや、事前調査などの費用の助成（最大 30 万円）をおこない、進出計画完成を目指し

ます。 
【募集締切】2022年7月29日（金） 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.kipc.or.jp/topics/information/kaigai-keikaku/ 

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

◆早期景気観測調査（6月調査・2022年6月30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」 
 「2022年度の所定内賃金（正社員）の動向」 
 今月の基調判断 
 「業況ＤＩは、コスト増が重荷となり、ほぼ横ばい 
  先行きは、物価高の長期化懸念から厳しい見方」 
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】 
地元産のビーツを使用したカレーやわさび、酒、化粧品などピンク色をしたユニークな商品を次々と世に送り出す鳥取

の企業のSDGsへの取り組みを取材。CO2削減から「ジェンダー平等」「働きがい」などの女性活躍の推進に貢献する

活動とは？ 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://j-net21.smrj.go.jp/special/chusho_sdgs/sdgs/20220620.html 
…………………………………………………………………………………………… 
◆中小機構イベントカレンダー 
2022年7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/online_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 


