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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.1033 /2022.07.13 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆「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★
～「ビッグボス効果」も加わり全国で注目のガトーショコラ～
★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 7 月 1 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 7 月 8 日更新）
《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（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】
《PR 情報》
「新価値創造展 2022」の出展募集を開始しました
《セミナー》令和 4 年度 中小企業「強靱化」シンポジウムを開催します
【関東】
《PR 情報》令和４年度サテライトオフィス設置等補助金
《PR 情報》令和４年度小規模テレワークコーナー設置促進助成金
《PR 情報》SDGｓ経営セミナー・ワークショップのご案内
《PR 情報》かながわビジネスオーディション 2023「ビジネスプラン」を募集します
★調査・研究レポート★
★支援機関ニュース★
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★巻頭コラム★
～「ビッグボス効果」も加わり全国で注目のガトーショコラ～
◆千葉ロッテ・佐々木朗希投手の完全試合をはじめ、ノーヒットノーランが相次ぐ今季のプロ野球。通常は達成が難し
い快挙の続出で盛り上がりを見せているが、選手以外で注目を集めているのが日本ハムの“BIGBOSS（ビッグボス）
”
新庄剛志監督だ。昨秋の就任時から絶えず話題を振りまいているが、思いがけずに「ビッグボス効果」の恩恵を受けた
のが東京・新宿にあるガトーショコラ専門店「ケンズカフェ東京」だ。
◆バレンタインデーを 2 日後に控えた今年 2 月 12 日のことだった。日本ハムは沖縄県内で春季キャンプを行っていた
が、新庄監督は取材に訪れていた報道陣に対し、
「ケンズカフェ東京」沖縄本店（那覇市）の「特撰ガトーショコラ」を
1 人 1 個、合わせて 100 個もプレゼントしたのだ。同店は前年 12 月にオープンしたばかりだったが、新庄監督の粋な計
らいでガトーショコラの人気も急上昇。1 個 3000 円という高額商品はバレンタインデー用、さらに 1 カ月後のホワイト
デー用に飛ぶように売れた。
◆そのとき「ケンズカフェ東京」は、従来の方針を大きく転換し、フランチャイズ展開に乗り出してまだ間もない頃だ
った。それまでは新宿の総本店でしかガトーショコラを購入できないことを「売り」にしてきたが、オーナーシェフの
氏家健治氏は「何か新しいことにチャレンジしたい」と考え、決断したという。昨年 6 月、フランチャイズなどを事業
とする MIG ホールディングス（東京都港区）と契約を締結。同 11 月に FC1 号店となる静岡店（静岡市葵区）をオープ
ンして以降、全国各地で出店している。
◆FC 店舗は軒並み順調だという。
「あの有名ガトーショコラのお店がお目見え」という形で地元メディアに取り上げられ
ることが多く、沖縄のような「ビッグボス効果」がなくても出だしから注目を浴びているそうだ。FC 展開により年間数
千万円の増収となり、今期（2022 年 9 月期）は過去最高の売り上げを記録する見通しだ。
◆スケールメリットも出ている。素材として高価格のチョコレートを使用しているが、FC 展開で仕入れ量が大きく増加。
これまでは年間 10 トンだったが、これが 50 トン、100 トンとなれば、価格交渉も有利になる。資金面で余裕が生じるこ
とになるので、より良い材料を仕入れ、よりおいしい商品を作ることも可能だ。
「当店のガトーショコラは本場フランス
をしのぎ、世界一おいしい」
（氏家氏）と自信を見せる逸品はさらなる進化を遂げそうだ。
（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
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 7 月 1 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 7 月 8 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
……………………………………………………………………………………………
《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（再掲）
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
…………………………………………………………………………………………
《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）
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。
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（再掲）
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。
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
「売れない」
「利用者が増えない」等、そんな悩みをお持ちではありませんか。
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18579/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★今週のトピックス★
◆◆◆全国◆◆◆
《PR 情報》
「新価値創造展 2022」の出展募集を開始しました
◆中小機構は、全国の中小企業・ベンチャー企業の出展者と、全国から一堂に集結する幅広い業種の来場者や、出展者同
士による新しい出会いや情報などがつながり、新たな価値を生み出すビジネスマッチングイベントを開催します。
現在、出展者を募集中です。
［募集締切］
8 月 31 日（水）
［日
時］
リアル開催：12 月 14 日（水）～12 月 16 日（金）
オンライン開催：12 月 1 日（木）～12 月 23 日（金）
［会
場］
東京ビッグサイト東６ホール / オンライン
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/shinkachi2022/
…………………………………………………………………………………………
《セミナー》令和 4 年度 中小企業「強靱化」シンポジウムを開催します
◆中小機構は、令和 2 年 7 月に球磨川流域の河川氾濫で被災した熊本県人吉市の会場から、全国に向けて中小企業の「強
靱化」を考えるシンポジウムをオンラインにて開催いたします。BCP を平時の経営に活かした経営者や、その手法につい
ても情報発信して参ります。
［日 時］
7 月 20 日（水）13:30～15:00
［場 所］
「くまりば」人吉市まち・ひと・しごと総合交流館から Zoom 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://kyoujinnka.smrj.go.jp/symposium2022/07/

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
◆◆◆関東◆◆◆
《公募》令和４年度サテライトオフィス設置等補助金
◆(公財)東京しごと財団では、通勤時間の削減、家庭と仕事の両立に寄与する職住近接による働き方の推進を目的に、設
置が少ない都内の市町村部に、企業等が新たに開設する共用型サテライトオフィスの整備・運営費を補助します。
［申請締切］
令和４年８月 31 日(水) 17：00 まで
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/satellite.html
…………………………………………………………………………………………
《公募》令和４年度小規模テレワークコーナー設置促進助成金
◆(公財)東京しごと財団では、都内の飲食店や商業施設等に、地域の方がテレワークを実施するための、共用型のテレワ
ークコーナーを設置する費用を助成します。
［事前エントリー］ 令和４年８月３１日（水）１７時００分受付分まで
［事業実施期限］ 令和４年１０月３１日（月）
［申請締切］
令和４年１２月２６日（月）
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/syoukibo.html
…………………………………………………………………………………………
《セミナー》SDGｓ経営セミナー・ワークショップのご案内
◆東京都中小企業振興公社では、数多くの事例を交えながら、中小企業の皆さんが SDGｓや ESG の考え方を本質的に理
解し、
“ジブンごと”として取り組む方法をお伝えしていきます。
［日 時］
セミナー：7 月 15 日（金）14：00～17：00
ワークショップ：8 月 3 日（水）14：00～17：00
［場 所］
セミナー：WEB による動画配信(Zoom ウェビナー)
ワークショップ：対面によるグループワーク
［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/2207/0005.html
…………………………………………………………………………………………
《PR 情報》かながわビジネスオーディション 2023「ビジネスプラン」を募集します
◆神奈川産業振興センターは、新たに取り組もうとするビジネスプランを募集・評価し、より広い層への情報発信の機会
の提供ならびに事業実施前後を通じて、販路開拓支援など一貫した支援の提供を目的に開催します。
［応募期間］
8 月 1 日(月）～31 日(水)
［応募方法］
以下の URL を参照ください
［参加費］
無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.b-audition.jp/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★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】
「ものづくり補助金」
「持続化補助金」
「IT 導入補助金」等を活用し、生産性向上に取り組む中小企業を紹介するシリーズ
では、作業情報のデジタル化を推進し、柔軟で迅速な熱処理・塗装加工を実現する部品メーカーを取材しました。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/special/seisanseicase/20220627.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

