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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.1035/2022.07.27 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆「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★
～「魚食の文化」が生み出す相乗効果～
★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）
（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 7 月 8 日更新）
（再掲）
《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）
《PR 情報》
『みらデジ』サイトがオープンしました（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】
《セミナー》
「
『多様な正社員』制度導入セミナー」をオンライン開催します
《イベント》
「第 7 回下水道スタートアップチャレンジ」を開催します
《イベント》
「販路開拓サポート DAY」を開催します
《PR 情報》
「第 27 回安藤百福賞」候補を募集しています
【関東】
《セミナー》
「3 次元 CAD＆CAE 操作体験セミナー」 のご案内
《セミナー》
「経営者・経営幹部なら知っておきたい「生産性向上の極意」を開催します
《セミナー》技術流出防止管理セミナー～中小企業による輸出管理の注意ポイントについて！～を開催します。
《セミナー》
「実践できる！社員の定着率向上のポイント」を開催します
《PR 情報》
「東京都内企業対象 越境 EC 特設サイト出品企業」の募集を行います
★調査・研究レポート★
★支援機関ニュース★
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★巻頭コラム★
～「魚食の文化」が生み出す相乗効果～
◆アオリイカは「イカの王様」と呼ばれている。透明感のある身は弾力があり、プリっとした歯ごたえ。噛めば噛むほ
ど旨味と甘みが口の中に広がってくる。身を細く切ったいかそうめんは絶品だ。さまざまなイカが市場に流通している
が、旨味の成分であるアミノ酸の量はトップクラス。市場での価格は 1 キロ 2000～4000 円と、スルメイカやヤリイカ
の 2～3 倍はする。
「王様」といわれるのもうなずける。
◆そんな高級食材のアオリイカだが、季節によっては、堤防からも釣り上げることができる。春先から初夏にかけて、
沖合の深くから産卵のため岸近くまで上がってくる。シーズンになると、東京湾でもアオリイカ狙いの釣り人を多くみ
かける。餌木(えぎ)という疑似餌を投げ、竿を上下にしゃくりながら糸を巻き上げてアオリイカを誘う。30～40 センチ
はあろうかというアオリイカを格闘しながら釣り上げる様子を目の当たりにして、チャレンジしたことがある。餌木を
投じては竿をしゃくり、また、投じてはしゃくり…。だが、手ごたえは全くなし。疲れるばかりで続けるモチベーショ
ンを保つことができなかった。
◆アオリイカの加工品で国内トップクラスの取扱量を誇っているのが、香川県さぬき市の安岐水産だ。1980 年代からア
オリイカの加工を手掛け、いかそうめんの加工販売を業界に先駆けて展開した。国内の資源不足に対応するため海外に
調達先を求め、現在はインドやスリランカから輸入している。
「鮮度を保つ独自の技術を長年にわたって培ってきた。そ
の技術を現地の漁師や加工従事者に伝え、高品質のアオリイカを消費者に届けている」と安岐麗子社長。海外ではイン
ドネシアでの事業展開も模索中で、水産加工を通じて現地の経済活性化・雇用創出に大きな貢献を果たしている。
◆「魚食は日本人の文化。食べ物づくりを通じて、生きる喜びを追求したい」と話す安岐社長。地域の発展や中小企業の
活躍を支援する中小企業応援士としても活躍する。国内漁獲量の減少や漁業従事者の減少、若者の魚離れなど水産業界を
取り巻く環境が厳しくなる中、国内では、アンテナショップやネット販売をスタート。さぬき蛸（たこ）や讃岐でんぶく
（ナシフグ）といった地元の食材を消費者にアピールしている。
「こうした取り組みが地元漁師の所得向上につながり、
漁業の就労者を増やすきっかけになってほしい」と安岐社長。全国に発信した食材を求め、多くの観光客が訪れれば、地
域の活性化にもつながる。海外や地域での事業が今後、どんな相乗効果を生み出すのか。安岐社長のこれからのチャレン
ジが楽しみだ。(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）
（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 7 月 8 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》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
……………………………………………………………………………………………
《PR 情報》
『みらデジ』サイトがオープンしました（再掲）
デジタル化は必要だと思うけれど、どこから手を付ければよいかわからない、どう進めればよいかわからない、といった
中小企業の悩みにワンストップで対応するポータルサイト『みらデジ』をオープンしました。同業他社と比較して自社の
課題を可視化できるチェックツール（スマホ対応）や、無料の専門家相談窓口など、多様なコンテンツを『みらデジ』で
展開します！
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2022/07/20220711001/20220711001.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
石材店が墓石市場縮小のなかで、新分野への挑戦を決意
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18728/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★今週のトピックス★
◆◆◆全国◆◆◆
《セミナー》
「
『多様な正社員』制度導入セミナー」をオンライン開催します
◆厚生労働省は、短時間正社員等の「多様な働き方」の導入を検討している企業に向けて、有識者による講演や企業の事
例紹介等を通じて「多様な働き方」導入のノウハウやメリットをお伝えします。
［日 時］
8 月 25 日（木）14:00～16:20
［場 所］
オンライン＋会場（東京都内）予定
［参加費］
無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.jmar-llg.jp/form/r4shiensem.php
…………………………………………………………………………………………
《イベント》
「第 7 回下水道スタートアップチャレンジ」を開催します
◆国土交通省では下水道展'22 東京において、異業種技術との連携による下水道の課題解決・付加価値向上を目指したマ
ッチングイベント「第７回下水道スタートアップチャレンジ」を開催します。
［日 時］
8 月 5 日 13：00～16：30
［場 所］
東京ビッグサイト＆オンライン併用開催（東京都江東区）
［参加費］
無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.mri-ra.co.jp/event/2022/06/event20220613.html
…………………………………………………………………………………………
《イベント》
「販路開拓サポート DAY」を開催します
◆中小機構では、地域活性化パートナー企業様と連携し、中小・小規模事業者様の販路開拓支援に取り組んでいます。2022
年度上半期に実施するパートナー企画を周知するための地域活性化パートナー企画オンライン説明会「販路開拓サポート
DAY」を開催いたします。
［日 時］
8 月 5 日（金）

［場 所］
Zoom によるオンラインライブ形式
［参加費］
無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.smrj.go.jp/sme/new_business/product/ki772s0000003pf0.html
…………………………………………………………………………………………
《PR 情報》
「第 27 回安藤百福賞」候補を募集しています
◆（公財）安藤スポーツ・食文化振興財団「食創会」では、食科学の振興や新しい食品の創造・開発貢献する独創的な基
礎研究、応用開発を行った方や起業家に対する表彰「第 27 回安藤百福賞」
（文部科学省、農林水産省後援）の候補案件を
募集しています。
［募集期間］
6 月 13 日（月）～9 月 30 日（金）
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.ando-zaidan.jp/innovation/foodcreationsociety/
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
◆◆◆関東◆◆◆
《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］
8 月 26 日（金） 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/cadcae3.html
…………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「経営者・経営幹部なら知っておきたい「生産性向上の極意」を開催します
◆東京商工会議所では、経営者や経営幹部が知っておくべき"生産性向上の原理原則"を具体的かつ分かりやすく解説する
セミナーを開催します。
［日 時］
2022 年 7 月 13 日（水）～2022 年 10 月 13 日（木)
［場 所］
オンライン（YouTube 動画配信）
［参加費］
会員：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=200354
…………………………………………………………………………………………
《セミナー》技術流出防止管理セミナー～中小企業による輸出管理の注意ポイントについて！～を開催します。
◆東京商工会議所では、中小企業の皆様へ技術流出防止に向けた体制構築に役立つセミナーを解説いたします。
［日 時］
2022 年 8 月 1 日（月）14:00～16:00
［場 所］
オンライン（Webex）
［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=200476
…………………………………………………………………………………………
《セミナー》
「実践できる！社員の定着率向上のポイント」を開催します
◆東京都中小企業振興公社では、中小企業を対象として、
「人材定着」をテーマにセミナーを開催します。理論だけでは
ない"実践できる"定着率向上のポイントを事例とともにお伝えします。
［日 時］
8 月 31 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/2207/0007.html
…………………………………………………………………………………………
《PR 情報》
「東京都内企業対象 越境 EC 特設サイト出品企業」の募集を行います
◆（公財）東京都中小企業振興公社では、越境 EC を活用して海外への販路開拓を目指す都内中小企業を対象として、

グローバル・中国・ASEAN・台湾向けの越境 EC モールに特設サイトを開設し、出品企業の商品を掲載します。出品企
業には、サイト掲載のほか、プロモーション・配送等の支援も行います。
［募集期間］
7 月 11 日（月）～8 月 12 日（金）
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/promotion_support/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★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）(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」
「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】
300 以上の業種・職種から選べる開業準備手引き書「業種別開業ガイド」より、今回は「探偵業」について紹介しま
す。探偵業の届出件数は年々増加傾向にあり、個人での開業が７割以上を占めているそう。
開業に必要なステップを紹介。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/startup/guide/proservice/20220706.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

