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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★ 
  ～かき氷に続け、ウイルス不活性化に有効な柿の葉関連商品～ 
★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 20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ました

(令和3年 4月15日)（再掲） 
《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3

年4月 9日更新）（再掲） 
《公募情報》共同・協業販路開拓支援補助金(第３回)の公募が開始されました（令和3 年3月 31日更新）（再掲） 
《ＰＲ情報》【2021年版中小企業白書・小規模企業白書について】（令和 3年 4月23日） 
《ＰＲ情報》「伴走支援型特別保証制度」について（令和 3年3 月25日更新）（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》2021年度 省エネ大賞の募集を開始いたしました 
【関東地域】 
《募集情報》経営人材育成プログラム≪経営人財NEXT20≫受講企業を募集します。 
《イベント情報》エネルギー総合展「ENEX/DER Japan2022」が出展申し込み受付中 
《募集情報》2021年度東京都異業種交流グループの参加者を募集します 
★支援機関ニュース★ 

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



 
 

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

～かき氷に続け、ウイルス不活性化に有効な柿の葉関連商品～ 
◆2015 年2月に合同会社として創業した奈良市内のカフェ「kakigoriほうせき箱」の売り物は「エスプーマ

（ESPUMA）かき氷」だ。 
エスプーマは炭酸ガスや亜酸化窒素で食材をムースのような泡状にするスペイン生まれの調理法で、フワフワに削っ

たかき氷の上に搾りたてのミルクや大和茶など地元産の食材で調理した泡をトッピングする。 
クリーム系と異なる軽い食感で、インパクトある見た目とやさしい味が両立できる。 
◆バレンタインやクリスマスなど年間イベントに合わせ、季節の食材を豊富に盛り込んだメニューを開発し、1000 円

から1300円で提供。 
行列ができる人気で、開店前の午前７時から入店整理券300枚を配布し、コロナ前は年間7万食、約7900万円を売

り上げていた。 
かき氷の他にも奈良県内の耕作放棄地を借りて柿葉を生産し、お茶や入浴剤など関連商品の開発販売する事業に着

手。20年６月に柿の葉専門店「sousuke」という屋号で新規出店も予定していた。 
◆ところがコロナ緊急事態宣言で20年４月の売り上げは前年比８割減。宣言解除後の 5月、６月も同３割減、ハイシ

ーズンの７月８月も１割減となった。 
柿の葉専門店は今後の状況が読めず出店を断念。36席ある店舗の席数を30に減らし、昨年４月後半から営業時間を

短縮した。あわせて自社のネットショップを拡充し、シロップや柿の葉商品、かき氷グッズなどの販売を強化。 
さらに人との接触や密回避のため、昨年５月から開店前の整理券配布を止め、ネットでの予約制にした。 
◆すると、並ばないと食べられないと思っていた客がネット予約で来店。時間指定のため密を作ることなくスムーズ

に入店できると集客は上々。売上が上向いた。 
柿の葉専門店出店のために準備していた新商品やメニューを活かし、午後６時から 8時の2時間だけ、柿の葉を使っ

たかき氷を週替わりで提供することも始めた。 
新しいコンセプトと夕方以降の営業で新規客を獲得、ほぼ満席状態で売上アップに貢献している。 
◆今後は物販やネット販売を強化する。複数の大学が柿渋（カキタンニン）がコロナウイルスの不活性化に有効だと

いう研究結果を発表しており、柿渋や柿の葉を使った商品開発に力を入れる。 
第１弾として柿の葉と柿渋を使った飴を開発、昨年 12月末に医薬品卸グループと契約し、店舗とオンラインで全国販

売も始まった。 
21年 4月にはウイルス対策につながるマウススプレーの販売にも着手している。 
いずれは柿の葉を地元奈良の特産物に育てたいそうだ。 
（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 
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://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/gbiz_faq.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#00 
…………………………………………………………………………………………… 
《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ました

(令和3年 4月15日)（再掲） 
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3
年4月 19日更新）（再掲） 
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)の公募が開始されました（令和3 年3月 31日更新）（再掲） 
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》2021年版中小企業白書・小規模企業白書について 
2021年版白書では、コロナ禍がもたらした影響に加え、デジタル化や事業承継などの課題を分析。さらに、海外需要

の獲得やECの利用等、新たな取り組みを進める事業者を紹介しています。 
詳しくは以下のサイトをご確認ください。 
 https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210423001/20210423001.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《ＰＲ情報》「伴走支援型特別保証制度」について（令和 3年3 月25日更新）（再掲） 
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 
～アンゾフの成長マトリクス（補助金虎の巻）～ 
 https://mirasapo-plus.go.jp/hint/15043/ 



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

★今週のトピックス★ 
◆◆◆全国◆◆◆ 
《募集情報》2021年度 省エネ大賞の募集を開始いたしました 
◆一般財団法人省エネルギーセンターは、優れた省エネルギー活動を推進し、成果をあげた事業者や製品を表彰する

「２０２１年度省エネ大賞」の募集を開始。事例部門では産業、業務、小集団活動等9 分野、製品・ビジネスモデル

部門では、業務、家庭等 8分野が対象です。 
［募集期間］4 月6日（火）～6月24日（木） 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
 https://www.eccj.or.jp/bigaward/start21/index.html 
≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪ 
◆◆◆関東地域◆◆◆ 
《募集情報》経営人材育成プログラム≪経営人財NEXT20≫受講企業を募集します。 
◆東京都中小企業振興公社では、企業のこれからの 20年、経営者を支える次世代リーダーの育成を目的とした支援プ

ログラム≪経営人財NEXT20≫を、６月に開講します。約 1年間、講座とワークショップ・個別支援一体型の人材育

成プログラムで支援します。 
［募集期間］ 4月 1日（木）から 5月21日（金）まで 
［参加費］ 1企業 2名まで 一律15,000円 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
 https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/keieijinzai/index.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《イベント情報》エネルギー総合展「ENEX/DER Japan2022」が出展申し込み受付中 
◆わが国最大級のエネルギー総合展「ENEX2022」、新たに同時開催する、分散エネルギーとデジタル技術の融合展

「DER Japan 2022」の出展申込受付を開始いたしました。『エネルギーミックスで加速する脱炭素社会』がテーマの

需給一体型のエネルギー総合展です。 
［会期］2022年 1月26日（水）～28日（金） 
［会場］東京ビッグサイト東ホール＆会議棟 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
 https://www.low-cf.jp/east/index.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《募集情報》2021年度東京都異業種交流グループの参加者を募集します 
◆東京都異業種交流グループでは、異なる業種の中小企業者が集まり、各々の企業が抱える課題の解決や新製品開発

及び新分野への進出などを目指して活動します。相互に有する技術、ノウハウの提供及び情報交換することで、自社

の技術力向上や新製品に繋がるヒントを得るなど、経営に役立つ出会いが期待でき、新たなビジネスチャンスの創造

が期待できます。  
［募集期間］4 月5日（月）～5月28日（金） 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
 https://www.iri-tokyo.jp/site/jigyou/igyoushuboshuu.html 
 

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

◆中小企業ビジネス支援サイト【J-Net21】 
中小機構が全国に委嘱する中小企業応援士たちの横顔を紹介する企画、今回は福岡で電気部品の製造・販売事業を手

掛ける応援士を取材。売上の 90％が製品受注に依存する下請け工場だった会社を大きく変革させたのは、EC事業の

導入だった。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 



 https://j-net21.smrj.go.jp/special/supporter/20210407.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 


