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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.1036/2022.08.03 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆「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★
～「ゆいまーる」の精神で生産者の経営支援を実践～
★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 28 日更新）
《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】
《公募》
「第 22 回 Japan Venture Awards」募集を開始しました
【東北】
《セミナー》
「令和 4 年度 次世代リーダー塾 受講生募集」のご案内
【関東】
《セミナー》2022 年ボランタリーチェーンフォーラムを開催します
★調査・研究レポート★
★支援機関ニュース★
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★巻頭コラム★
～「魚食の文化」が生み出す相乗効果～
◆今年は沖縄の本土復帰 50 周年。NHK では沖縄を舞台とした連続テレビ小説「ちむどんどん」が放送されている。ドラ
マのタイトルは、胸が高鳴る様子を意味する沖縄の方言だ。沖縄には「ウチナンチュー（沖縄の人）
」や「めんそーれ（い
らっしゃい）
」など独特の言葉が多いが、そのなかに「ゆいまーる」という言葉がある。
「ヤマトンチュー（本土の人）
」に
は耳慣れないが、
「労働交換」や「相互補助」を意味し、畑仕事などお互いに労働で助け合うということだ。それを社名と
しているのが、沖縄の工芸品を中心に卸売・小売り事業を展開する「ゆいまーる沖縄」
（沖縄県南風原町）だ。
◆同社は 1988 年、先代の玉城幹男氏が「琉球を自立させたい」との思いで個人商店として創業（その後に法人化）
。当初
は沖縄の食品を県外にある沖縄料理店や県人会などへ卸していたが、創業から数年後に総合産業展「沖縄の産業まつり」
でブース内に民具を飾ったことが契機となり、それ以降は工芸品も多く取り扱うようになった。創業当時、沖縄の商材を
県外に卸す商社は他になかったこともあり、同社の事業は順調に拡大してきた。
◆現在、代表取締役をつとめる鈴木修司氏はもともとアルバイトで働いていたが、2007 年に玉城氏が死去した後、事業
を引き継ぐこととなった。事業承継後、鈴木氏がとくに力を入れたのが工芸生産者に対する経営支援だった。沖縄には、
華やかな絵柄が特色のやちむん（焼き物）や「炎の芸術」と呼ばれる琉球ガラスなど、魅力ある工芸品が数多い。しかし、
職人としての腕前と経営者としての手腕は別物で、経営課題を抱える生産者も多い。そこで鈴木氏は、課題解決に向けて
生産者のサポートに乗り出したのだ。
◆具体的には、市場調査や商品開発、原価計算、価格設定などの経営支援を行っている。行政からの受託事業を活用した
ものもあれば、同社が自主的に行ったものもある。さらに、新規事業としてツーリズム事業を計画している鈴木氏は、生
産者との連携を考えている。
「たとえば、地元や県外の人に工房を周遊してもらい、それが生産者にとって新たな収入源
になれば」
（鈴木氏）という。鈴木氏の取り組みは、
「琉球の自立」という当社創業の思いを生産者支援という形にしたも
のといえる。
◆冒頭で紹介した「ゆいまーる」という社名にも創業の思いが込められている。事業を通じて沖縄にお金を回すことを意
識しながらも、助け合いの精神も大事にしたいというものだ。同社は「ゆいまーる」の精神で生産者とのつながりをより
強固なものとし、生産者とともに「沖縄の自立」を目指していく。
（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 28 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》
『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
「コスト削減」の事例をご紹介します!
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18774/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★今週のトピックス★
◆◆◆全国◆◆◆
《公募》
「第 22 回 Japan Venture Awards」募集を開始しました
◆中小機構では、
新たな事業の創出や市場開拓に果敢に挑む、
有望なベンチャー起業家を表彰する
「第22回 Japan Venture
Awards」の応募者を募集しています。
今回の JVA では、地域経済の活性化や地域課題の解決に貢献する事業に取り組む起業家を表彰する地域貢献特別賞を新
設します。
［募集締切］
8 月 25 日（木）
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://j-venture.smrj.go.jp/entry/
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
◆◆◆東北◆◆◆
《セミナー》
「令和 4 年度 次世代リーダー塾 受講生募集」のご案内
◆みやぎ産業振興機構では、宮城県内中小企業の経営者候補や経営幹部候補（例：工場長、部門長マネージャー）を対象
に、
「次世代リーダー」として求められる経営やマーケティング等に関する知識を、講義やワークショップを通して学ぶ
ほか、県内外の先進企業への現場研修や受講生同士のコミュニケーションにより多くの気づきを得られる講座を開講しま
す。
［日 時］
令和 4 年 9 月 2 日（金）～令和 5 年 2 月 10 日（金）
（15 日間）
［場 所］
宮城県商工振興センター （仙台市青葉区）
［参加費］
20,000 円
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.joho-miyagi.or.jp/jisedaileader
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
◆◆◆関東◆◆◆
《セミナー》2022 年ボランタリーチェーンフォーラムを開催します
◆日本ボランタリーチェーン協会（経済産業省後援）では、デジタル化戦略の事例紹介を交えボランタリーチェーンシス
テムに関するセミナーを行います。
［日 時］
8 月 25 日（木） 13:00～17:00
［場 所］
シェラトン都ホテル東京 地下 2 階 嵯峨の間

［参加費］
無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.vca.or.jp/topics/2022/07/2022825.html
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★調査・研究レポート★
◆早期景気観測調査（7 月調査・2022 年 7 月 29 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」
「海外ビジネス展開の状況」
今月の基調判断
「業況ＤＩは、改善もコスト増により力強さを欠く
先行きは、物価高に加えて感染再拡大の懸念強まる」
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「アクチュアリー」について紹
介します。確率・統計などの手法を用いて不確定な事象を扱う数理のプロであるアクチュアリーの概要や開業ステップ
などを紹介します。
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/20220713.html
……………………………………………………………………………………………
◆中小機構イベントカレンダー
2022 年 8 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

