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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 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 
◆「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★ 
  ～1カ月にわたる隔離生活～ 
★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》早期経営改善計画策定支援事業について（令和3 年4月 1日）（再掲） 
《新型コロナ関連》新型コロナ特例リスケ支援について（令和3年 4月 1日）（再掲） 
《新型コロナ関連》小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）について（令和3年3月31日）（再掲） 
《新型コロナ関連》事業再構築補助金について（令和 3 年4月 13日更新）（再掲） 
《新型コロナ関連》一時支援金について（令和 3年 3月22日更新）（再掲） 
《新型コロナ関連》緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について（令和3 年4月 7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 3 年4月 19日更新）（再掲） 
《公募情報》令和 3年度当初予算事業「JAPANブランド育成支援等事業」における補助事業者の公募を開始していま

す(令和3年 4月15日) 
《公募情報》被災小規模事業者再建事業費補助金（持続化補助金・令和2 年7 月豪雨型)の公募を開始します（再掲） 
《公募情報》共同・協業販路開拓支援補助金(第３回)の公募を開始します（再掲） 
《ＰＲ情報》「パートナーシップ構築宣言」について（再掲） 
《ＰＲ情報》「伴走支援型特別保証制度」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」★ 
★海外展開ニューズレター★ 
★今週のトピックス★ 
【全国】 
《募集情報》「令和3年度産業標準化事業表彰」候補者募集を開始します 
《募集情報》「TAKUMI NEXT 2021」参加者を募集中です 
《PR情報》あらゆる事業承継についてご相談いただける窓口が開設されました 
【東京都】 
《セミナー》「海外戦略策定セミナー～コロナを乗り切る企業変革のビジネスチャンス～」のご案内 
★支援機関ニュース★ 

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



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

～1カ月にわたる隔離生活～ 
◆新型コロナウイルス感染症の拡大で最も影響を受けたのが、国内外の往来だろう。感染予防対策として、各国とも

入国に対して厳しい水際対策を行い、入国者には14日間の隔離を義務付けている国が大半である。そうした隔離生活

を身を持って体験したのが、高炉メーカーで製造された薄鋼板を加工・流通させる「コイルセンター」を営む大裕鋼

業（大阪府堺市）の井上浩行社長だ。 
◆井上社長が入国したのはベトナム。娘の優子さんをベトナム現地法人の経営管理マネージャーとして着任させ、そ

れに井上社長が同行したからである。2014年に開設したベトナム工場は、現地のローカル企業に対して地道に営業活

動を進めてきた結果、230社の顧客を獲得し、設立 7年目にして初めて黒字化した。この黒字体質を継続させるた

め、ベトナムに留学経験のある優子さんを常駐させ、さらなる成長を目指している。 
◆昨年12 月25 日に井上社長と優子さんはホーチミンの空港に到着した。すると即座に防護服を着用させられ、50 人

乗りの大型バスに 2人で隔離ホテルに運ばれた。現地法人のあるビンズオン省のDAINAMという大きなテーマパーク

内にあるホテルで、中庭で自由に散歩もでき、「非常に恵まれた施設だった」と振り返る。というのも、窓のないホテ

ルの室内で隔離を強いられた人や、隔離ホテルが満室で、日本人同士だが知らない人とダブルベッド一つの部屋に5
日間隔離された人もいたと、現地で聞いたからである。 
◆14日間の隔離を経て、優子さんがベトナム法人に着任したのは今年の 1月8 日。それから1カ月余、井上社長はベ

トナムに滞在し、2 月11日に日本に帰国した。しかし、待っていたのは自宅で 2週間の隔離生活だった。ベトナムで

14日間、日本に帰国して14 日間と、延べ約１カ月間という貴重な隔離生活を経験し、「正直いって浦島太郎になりそ

うだった」と笑う。 
◆コイルセンターは、納入先のニーズに応じて薄鋼板を必要な長さ・幅に切断加工し、自動車、家電、情報機器、住

宅設備、産業機械、建設機械などの製品メーカーに供給するのが仕事。日本のモノづくり産業の屋台骨を支える基盤

産業だ。その中にあって、同社は国内で堺市と石川県小松市に合計3工場を擁し、広く西日本地域をカバーする西日

本有数のコイルセンターと自負している。 
◆「日本製品の品質は高く、世界に高く評価されている」と井上社長。1 カ月弱の隔離生活は長かったものの、ベトナ

ム現地法人の現状を十二分に把握できた貴重な経験だった。0.05mmという超微細な薄鋼板加工を高い品質と精度で実

現している強みを生かし、ベトナムの製造業を支える「縁の下の力持ち」になろうと決意している。（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 
令和２年度予算／令和元年度・令和２年度補正予算関連事業（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》早期経営改善計画策定支援事業について（令和3 年4月 1日）（再掲）  
ポストコロナ時代に対応するため、資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小

企業者等が、資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図といった経営改善計画の策定する際の費用の一部を補助します。 
詳しくは以下のサイトをご確認ください。 



https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/souki.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《新型コロナ関連》新型コロナ特例リスケ支援について（令和3年 4月 1日）（再掲）  
令和２年４月より実施している特例リスケ計画策定支援について、ポストコロナに向けた取組を後押しするため、希

望に応じ、事業継続アクションプランを追加した上で令和３年度以降も実施します。 
詳しくは以下のサイトをご確認ください。 
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2020/200406saisei.html 
 
また、解説動画は以下のサイトをご確認ください。 
https://youtu.be/n1jbH4Zv5C4 
…………………………………………………………………………………………… 
《新型コロナ関連》小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）について（令和3年 3月 31日更新）  
小規模事業者が新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるため、対人接触機会の減少に資する前向

きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援します。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210331013/20210331013.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、「暫定G ビズ IDプライムアカウント」で実

施できる運用としております。 
暫定アカウントでの申請については以下をご確認ください。 
https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/%E6%9A%AB%E5%AE%9AG%E3%83%93%E3%82%BAID.pdf 
…………………………………………………………………………………………… 
《新型コロナ関連》事業再構築補助金について（令和 3 年4月 13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。同事業の

第１回公募を開始します。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.meti.go.jp/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://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/%E6%9A%AB%E5%AE%9AG%E3%83%93%E3%82%BAID.pdf 
…………………………………………………………………………………………… 
《新型コロナ関連》一時支援金について（令和 3年 3月22日更新）（再掲）  
令和3年の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した

中堅・中小事業者に対する、一時支援金の概要が公表されました。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《新型コロナ関連》緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について（令和3 年4月 7日更新）（再掲） 
緊急事態宣言の再発令による、飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援

を行います。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/ 
…………………………………………………………………………………………… 
《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 3 年4月 19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 
…………………………………………………………………………………………… 
《公募情報》令和 3年度当初予算事業「JAPANブランド育成支援等事業」における補助事業者の公募を開始していま

す(令和3年 4月15日) 
海外展開やそれを見据えた全国展開のために、新商品・サービスの開発・改良、ブランディングや、新規販路開拓等

の取組を中小企業者が行う場合に、その経費の一部を補助いたします。 
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/2021/210413Jbrand-koubo.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《公募情報》被災小規模事業者再建事業費補助金（持続化補助金・令和2 年7月豪雨型)の公募を開始します 
令和2年度被災小規模事業者再建事業費補助金（持続化補助金・令和2 年7月豪雨型)の公募を開始します。本補助金

は、令和2 年7月豪雨で被害を受けた小規模事業者等が、商工会等の助言を受けながら行う、事業再建の取組に必要

な経費の一部を補助する事業です。 
詳しくは以下のサイトをご確認ください。 
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2021/210409jizoku.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《公募情報》共同・協業販路開拓支援補助金(第３回)の公募を開始します  
地域振興等機関(地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関)が中心的な役割を担い、企業の商品やサービスの販路

開拓に取り組む共同・協業販路開拓支援補助金(第３回)の公募が開始されました。 
詳しくは以下のサイトをご確認ください。 
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2021/210331hanro.html 
…………………………………………………………………………………………… 
 《ＰＲ情報》「パートナーシップ構築宣言」について 
2020 年5月 18日開催の「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」での議論を受けて導入した「パートナーシッ

プ構築宣言」の宣言企業数が 1,000社を突破しました。受注側の半数以上が「宣言」の効果を実感しており、各業界

におけるサプライチェーン全体での取引適正化が広がっています。  
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210318001/20210318001.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《ＰＲ情報》「伴走支援型特別保証制度」について 
2021 年4月から、金融機関による中小企業者に対する継続的な伴走支援などを条件に、信用保証料の事業者負担を大

幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」を開始します。  
詳しくは以下のサイトをご確認ください。 
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo.html 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 
★中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポ plus」★ 

◆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 

gBizIDを使ってミラサポplus 会員登録・ログインする方法等 
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/14819/ 

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



★今週のトピックス★ 
◆◆◆全国◆◆◆ 
《募集情報》「令和3年度産業標準化事業表彰」候補者募集を開始します 
◆経済産業省では、産業標準の促進を目的に、産業標準化に功績のある者・組織を毎年表彰しています。 JIS、
ISO、IECの標準作成活動等に取り組む中堅・中小企業も表彰の対象としています。 
［募集期間］4 月19日（月）～5月21日（金）12:00 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun-kijun/keihatsu/hyosho/r03hyosyo.html 
……………………………………………………………………………………………  
《募集情報》「TAKUMI NEXT 2021」参加者を募集中です 
◆日本貿易振興機構（ジェトロ）では日本全国から次世代を担う150社程度の企業を募集し、工芸品・伝統産品・生

活用品等の魅力発信ならびに輸出支援する海外展開支援プログラム「TAKUMI NEXT 2021」を実施します。 
［支援期間］ 2021月 7月 ～ 2022年3 月 
［場所］原則全てオンラインで実施、全国どこからでも参加可能です。 
［参加費］無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
 
https://www.jetro.go.jp/services/takumi_next.html?utm_source=TSMEA&utm_medium=email&utm_campaign=TSMEA0
401 
……………………………………………………………………………………………  
《PR情報》あらゆる事業承継についてご相談いただける窓口が開設されました 
◆中小機構では、後継者未定又は不在の中小企業・小規模事業者に対して、47都道府県に「事業承継・引継ぎ支援セ

ンター」を設置しました。専門家が、事業承継・引継ぎに係る課題解決に向けた助言、情報提供及びマッチング支援

を行っています。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://shoukei.smrj.go.jp/ 
≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪ 
◆◆◆東京都◆◆◆ 
《セミナー》「海外戦略策定セミナー～コロナを乗り切る企業変革のビジネスチャンス～」のご案内  
◆（公財）東京都中小企業振興公社では、都内中小企業の皆さまのASEAN進出を知識やノウハウの習得から拠点設

置までをトータルで支援しています。 
本セミナーでは、ASEANの現状やコロナ後のビジネスチャンス、進出時の注意点、中小企業の進出成功例を中心

に、海外展開を進めていく上で、役立つ情報をお届けします。ASEAN への進出をお考えの方はぜひご参加くださ

い。 
［日 時］5月13日（木）13:30～16:00（予定） 
［場 所］WEBセミナー （事前に公社HPよりお申し込みください） 
［参加費］無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2103/0006.html 
 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 
★支援機関ニュース★ 

◆中小企業ビジネス支援サイト【J-Net21】 
半導体関連の製造業を父から引き継いだ佐藤さん。女性経営者は極めて少ない業界の中で、自身が以前から身を置い

ていた自動車関連業界の人脈や公的支援を活用しながら経営危機を乗り越えてきた。そんな佐藤さんが経営者として

大切にしていることとは…。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 



 https://j-net21.smrj.go.jp/special/supporter/20210331.html 
…………………………………………………………………………………………… 
◆中小機構イベントカレンダー 
2021 年4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 


