
      ■■ 
     ■  ■ 
〓〓〓〓〓■■■■－中小企業ネットマガジン〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
     ■ 
      ■■  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.989/2021.08.25 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆「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★ 
  ～下請け製造業の新ビジネスモデル～ 
★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》月次支援金について(令和3年7月21日更新)(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8月2日更新) 
 《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7月29日更新)(再掲) 
 《災害情報》令和3年7月1日からの大雨による災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います(令和3年

7月13日更新)(再掲) 
 《公募情報》令和2年度第3次補正予算「事業承継・引継ぎ補助事業（事業承継トライアル）」の2次公募を開始しま

す(令和3年8月16日) 
  《ＰＲ情報》９月は『価格交渉促進月間』です 
  《ＰＲ情報》2021年版中小企業白書・小規模企業白書（６０秒解説）について 
★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》「危機を乗り越えた「強靱な経営」に学ぶ」キックオフイベントを開催します 
 《募集情報》事業継続力強化に関するセミナー参加者・専門家派遣先を募集しています 
 《イベント》「省エネ大賞地区発表大会」参加登録を開始しました 
 《ＰＲ情報》～5分で見える化、DX推進の第一歩！～IT戦略ナビを公開中です 
 《セミナー》「意匠調査研修（審査官の視点に近づこう！）」を開催します 
【関東地域】 
 《セミナー》「商品企画デザイン塾」参加者を募集します 
 《募集情報》テレワーク奨励金のエントリー受付中 
【近畿地域】 
 《イベント》「第３回大阪サクヤヒメ国際女性会議」を開催します 
 《イベント》「大阪サクヤヒメまちづくりカフェ」を開催します 
 《イベント》「SDGｓ働き方カードゲーム by サクヤサロン」を開催します 
★支援機関ニュース★ 



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

～下請け製造業の新ビジネスモデル～ 
◆新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛要請に伴い、大きな影響を受けたのが企業の営業部門だ。リアルに訪問し

ての営業が難しいため、ビデオ会議システムを活用した面談による営業が増え、定期的にメールマガジンを作成・送信し

て顧客をつなぎとめようとする企業も少なくない。そうした中、紙の「新聞」を営業ツールとして作成・活用したのが、

坂井製作所（岐阜県各務原市）である。 
◆自社の最新情報や顧客の声、社員紹介などを掲載した「SAKAI新聞」を創刊。顧客や顧客候補、受注が遠ざかっている

顧客に送付した。その上で、電話で顧客接点回数を高め、ブログやインスタグラムの更新も増やした。「営業ができない時

だからこそ、どうやって営業をするかを考え、実行した」と藤田斉社長は振り返る。 
◆同社は従業員数 38 人で、水栓金具やバルブ部品などを受託加工・組立する、いわゆる下請け製造業。ただ「新聞」の

創刊により、３社が工場を見学し、6社から見積りをもらい、新規顧客2社の獲得につながった。顧客を紹介してもらい、

営業回数も増え、仕入先との情報共有のきっかけも増えたという。この結果、コロナ前の2020年3月期に9億円だった

売上高は、21年3月期はコロナ禍にもかかわらず9億8000万円へと増収を達成した。 
◆藤田さんは、以前から協業し合う関係だった野村精機（岐阜県海津市、自動車・医療機器などの部品加工）の業績もＶ

字回復させた。「3 代目社長（2 代目社長の奥様）から後継者がいないと相談されたため」、岐阜県事業承継・引継ぎセン

ターを介して1年間かけて20年10月に買収した。その後、8社にトップセールスして重点営業顧客を2社に絞り、重点

顧客の受注を 3倍に増やした。新規顧客２社も獲得した。21 年 6 月の売上高は前年同月比で3 倍となり、過去5 年間で

単月売上が最高となった。 
◆2015年12月には、主要顧客の子会社だったサンエース（岐阜県各務原市、水栓金具・バルブ部品の試験・組立）を買

収しており、今後は坂井製作所の営業人員を増やし、グループ3社の営業を担う方針だ。さらに同様の下請け製造業を対

象に、今後5年間で4～5社程度、友好的なМ&A（企業の合併・買収）を進めたいと計画している。 
◆後継者不在による廃業を少しでも防ぎ、日本のものづくり力を維持・発展させたいと思うからだ。また従来のぶら下が

り型の製造業体系は崩壊し、中小零細企業こそ営業力を磨かなければならないと感じているからである。「小さい会社は

経営者かその息子が営業するだけで、いつまでも自社目線の技術視点から抜け出せない。それを回避するためには、ある

程度の規模感を持つ企業グループに成長し、営業を組織化・仕組み化しなければならない」という。 
◆その受け皿として、3月に「SAKAIホールディングス」という会社を設立した。藤田さんは「下請け製造業の新たなビ

ジネスモデルを日本に発信する」という経営ビジョンを掲げ、中小製造業の新たな姿を提示したいと考えている。（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》月次支援金について(令和3年7月21日更新)（再掲） 
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自



粛等」の影響により、売上が50％以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《新型コロナ関連》事業再構築補助金について(令和3年8月2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》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7月29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 
…………………………………………………………………………………………… 
《災害情報》令和 3 年 7 月 1 日からの大雨による災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います(令和 3 年 7
月13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/press/2021/07/20210705004/20210705004.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《公募情報》令和 2 年度第 3 次補正予算「事業承継・引継ぎ補助事業（事業承継トライアル）」の２次募集を開始します

（令和3年8月16日） 
本補助事業では、社外の第三者である後継候補者に対して後継者教育を行おうとする企業を募集しています。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/210816shoukei.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《ＰＲ情報》９月は『価格交渉促進月間』です 
中小企業等の皆様が、発注側事業者と価格交渉を進めることができるよう、9月を価格交渉促進月間と定め、様々な施策

を実施します。講習会・シンポジウム等の開催情報、価格交渉ノウハウ等の動画については、以下のサイトをご覧くださ

い。 
http://tekitorisupport.go.jp/ 
…………………………………………………………………………………………… 
《ＰＲ情報》2021 年版中小企業白書・小規模企業白書（６０秒解説）について 4 月に公表した中小企業白書と小規模企

業白書は、もうご覧になりましたか。 
読み応えがある内容ですが、全て読むのは大変です。今年の白書のエッセンスをぎゅっと濃縮し、60秒で解説しました。 
詳しくは以下のサイトをご確認ください。 
https://meti-journal.jp/p/16526/ 



□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 
★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 
～マンガでわかるミラサポ plusシリーズ「補助金のしくみ」編～ 
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/16247/ 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 
★今週のトピックス★ 

◆◆◆全国◆◆◆ 
《セミナー》「危機を乗り越えた「強靱な経営」に学ぶ」キックオフイベントを開催します 
◆中小機構では、本年 10 月に開催予定の中小企業「強靱化」シンポジウムのキックオフイベントとして、事業継続力強

化計画策定の重要性や、戦略・実践としての事業継続の取り組み、そして、平時の経営力の強化にもつながる企業連携に

ついて話し合います。 
［日 時］9月8日（水）13:30～15:00 
［場 所］オンライン開催（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/symposium2021/kickoff/ 
 
《募集情報》事業継続力強化に関するセミナー参加者・専門家派遣先を募集しています 
◆中小機構では、中小企業・小規模事業者が事業継続力強化計画の策定方法等を学び、計画策定を体験できる実践セミナ

ーの開催や、自然災害等への事前対策に係る知見を有する専門家の派遣による事業継続力強化計画の策定支援の募集を開

始しました。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://kyoujinnka.smrj.go.jp/seminar_handson/ 
 
《イベント》「省エネ大賞地区発表大会」参加登録を開始しました 
◆省エネルギーセンターは、2021 年度省エネ?賞応募の第 1 次審査を通過した案件について公開審査を兼ねて西日本・

東日本・中日本の３地区で開催します。 
企業等における省エネ活動推進等に貢献できる新たなアイディアのヒントが得られる貴重な機会です。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
 https://www.eccj.or.jp/bigaward/result2110/index.html 
 
《ＰＲ情報》～5分で見える化、DX推進の第一歩！～IT戦略ナビを公開中です 
◆中小機構では、社内のDX推進に役立つツール「IT戦略ナビ」のサイトを公開しています。自社の経営課題・業務課題

と、課題解決につながる ITソリューションを整理した IT戦略マップを作成することが可能です。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://it-map.smrj.go.jp/ 
 
《セミナー》「意匠調査研修（審査官の視点に近づこう！）」を開催します 
◆（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）では、本研修において、特許庁審査官OBの現役弁理士を講師に迎え、近年の

意匠法改正ポイントの解説や制度の魅力をお伝えするほか、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）を利用した先行意匠

調査手法等を学習するための検索実習やグループディスカッションを行います。 
［日時］  10月20日（水）～22日（金）（３日間）  



［場所］  Zoomによるオンライン研修 
［参加費］ 30,300円（消費税込） 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/design/index.html 
≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫ 
◆◆◆関東地域◆◆◆ 
《セミナー》「商品企画デザイン塾」参加者を募集します 
◆埼玉県産業技術総合センターでは、デザインを商品開発に活用するための考え方や方法を学ぶデザイン塾（セミナー）

を開催します。商品開発の進め方や、BtoC製品開発の手法などが学べます。 
［日時］9月14日13:30～16:00 ほか 
［場所］オンライン開催（Zoom)等 
［参加費］6,000円ほか 
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/r3/r3dj.html 
 
《募集情報》テレワーク奨励金のエントリー受付中 
◆東京都では、感染症の拡大防止と経済活動の両立を図るため、人流の抑制に極めて有効なテレワークの定着に向け、中

小企業に対し奨励金を支給する「テレワーク・マスター企業支援奨励金」へのエントリーを受付中です。 
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/tele-trial.html 
 
≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫ 
◆◆◆近畿地域◆◆◆ 
《イベント》「第３回大阪サクヤヒメ国際女性会議」を開催します 
◆大阪商工会議所では、日本の課題とされている「女性活躍」にフォーカスした国際会議を開催します。SDGs 時代にい

かにチャンスを活かし輝くのか、登壇者によるグローバルな視点の「キラリ輝くエピソード」から学びます。 
 ［日 時］９月３日 １８：００～２０：００ 
 ［場 所］ドーンセンター（大阪市中央区） ※オンライン同時開催 
 ［参加費］無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202106/D27210122032.html 
 
《イベント》「大阪サクヤヒメまちづくりカフェ」を開催します 
◆大阪商工会議所では、地球や人に優しい「エシカル」な生産や消費行動を促進するため、トークセッションとワークシ

ョップを開催します。「今日から始めるエシカルなこと」について、参加者同士で楽しくお話ししながら考えます。 
 ［日 時］９月３日 １８：００～２０：００ 
 ［場 所］ドーンセンター（大阪市中央区） ※オンライン同時開催 
 ［参加費］無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202106/D27210903020.html 
 
《イベント》「SDGｓ働き方カードゲーム by サクヤサロン」を開催します 
◆大阪商工会議所では、ワークライフバランスの推進、働く人一人ひとりの幸せな未来の実現を目指したカードゲームイ

ベントを開催します。働き方がテーマのゲームを通じて、自分らしい働き方を発見できる機会を提供します。 
 ［日 時］９月３日 １８：３０～２０：００ 
 ［場 所］オンライン（Zoom）開催 
 ［参加費］無料 



詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202106/D27210122049.html 

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

◆中小企業ビジネス支援サイト【J-Net21】 
SDGs達成に取り組む中小企業などの事例を紹介する「中小企業とSDGs」では、さまざまな食品や化粧品、医薬品に使

用される添加物である「アルギン酸」の製造に従事し、第4回ジャパンSDGsアワードで特別賞を受賞した企業を取材し

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/chusho_sdgs/sdgs/20210802.html 
…………………………………………………………………………………………… 
◆中小機構イベントカレンダー 
2021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/calendar/index.html 
…………………………………………………………………………………………… 
◆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 


