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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★ 
～これまでにないアウトドア用品を開発・販売～ 
★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9月1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9月2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9月17日更新) 
《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) 
《セミナー》「ビジネスと人権」セミナーを開催します 
《説明会》「PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会」を開催します 
《ＰＲ情報》９月は『価格交渉促進月間』です（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》ECモール出店支援セミナーを開催します 
《ＰＲ情報》毎年10月は「中小企業退職金共済制度」の加入促進強化月間です 
【関東地域】 
《公募情報》中小企業総合展 in Gift Show 2022 出展者募集を開始しました 
《公募情報》中小企業総合展 in FOODEX 2022 出展者募集を開始しました 
《セミナー》「メンタルヘルス第２・３回ラインケア講座」をオンライン開催します 
《セミナー》「メンタルヘルス推進リーダー養成講座（初級・中級）」をオンライン開催します 
《募集情報》サテライトオフィス設置等補助事業 申請受付中 
《募集情報》「外国人材向けオンライン合同企業説明会」出展企業募集 
《募集情報》第43回工業技術見本市「テクニカルショウヨコハマ2022」の出展企業を募集します 
★支援機関ニュース★ 

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



★巻頭コラム★ 
～これまでにないアウトドア用品を開発・販売～ 

◆興栄企画（香川県丸亀市）は船舶製造修理や金属加工、各種プラント工事を行っている。2008 年に大手造船所の一次

受けで船舶の製造修理業を始めたのが発端で、その後、鉄を切断・溶接する技術を活かすため鉄工所3カ所作り、鉄骨を

使って建築物の設計製作をする仕事などをやってきた。 
◆ところが、主力の船舶製造修理は造船業の構造不況で年々受注が減り、売上が先細りになっていく。同社の森山竜志社

長は「このままでは自社設備の活用はもちろん従業員 55 人の雇用維持が難しくなる。自社の溶接や鉄加工の技術を活か

せて、従業員の雇用維持もできる新規事業はないか」と模索した。 
◆浮上したのが社長自身の趣味であるアウトドアだった。趣味が高じて 2008 年に完全子会社「株式会社ライズエンジニ

アリング」を立ち上げ、アウトドア関連用品の試作を始めていたし、アウトドアブームも徐々に盛り上がりを見せていた。

アウトドア製品を作り一般消費者向けに販売するB to Cの仕事は初めてだったが、思い切ってやってみようと2018年に

自社ブランドを立ち上げた。 
◆ブランド名は「THE IRON FIELD GEAR」、「鉄を用いてアウトドアフィールドにおける全く新しい道具を創造する」が

コンセプトだ。長年造船や建築などで培ってきた鉄鋼分野の技術を活かし、これまでになかったアウトドアアイテムを生

産・販売する。専属スタッフ4人に本社の事業部門からの応援を加えて、受注から発送作業まですべてを自社で完結する

ことにした。 
◆2018年11月、新ブランドの第１号として、焚火ストーブ「TAKI BE CAN（たきびーきゃん）」を発売。ガラス扉付き

の「持ち運べる焚き火装置」で、アウトドアキャンプに不可欠の焚火を安全で使い易くした。近くに置いても火の粉が飛

び散る心配がほとんどなく、庫内の網上や本体上部で調理もできる。 
◆発売後、地元の丸亀市飯綾商工会がイベントで使ってくれたり、アウトドア専門誌が取り上げてくれたりして徐々に認

知度が高まり、取扱店舗での販売のほか、オンラインでの直販も好調に推移した。いまではTAKI BE CANをはじめとし

たアウトドア用品の売り上げが本業の落ち込みをカバーしている。 
◆森山社長は「今後も、薪を簡単に割れる道具や、手軽に焚き火が出来るウッドストーブ、焚き火の熱源を使って発電し、

その熱を利用してお湯を安定的に供給できる仕組みなど、世の中にないものを作っていきたい」と話す。オートキャンプ

場など利便性のある場所に人が集中し過ぎる傾向にあるため「何もない場所でも楽しくキャンプができるような商品も開

発していきたい」と意気込んでいる。（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9月1日更新) 
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9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9月2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 
…………………………………………………………………………………………… 
《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 
…………………………………………………………………………………………… 
《セミナー》「ビジネスと人権」セミナーを開催します 
昨今のサプライチェーンを構成する企業における人権への配慮等が重要な課題となってきていることを踏まえ、中小企業

等へのビジネスと人権に関する周知・普及啓発を図るため、各地域ブロックで管内の中小企業等の皆様を対象として、「ビ

ジネスと人権」セミナーを開催します。本セミナーでは、企業が配慮・対応すべき人権リスクとはどのようなものか、具

体的な事例等を交えながら解説します。 
詳しくは、以下のサイトをご確認ください。 
https://www.chusho.meti.go.jp/soudan/2021/210906jinken_seminar.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《説明会》「PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会」を開催します 
◆経済産業省と環境省では、PCB使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理を促進するための説明会を全国5カ所計5回開

催します。実地での説明会のほか、各会場のライブ配信、特設HPでの講演動画配信も実施します。 
［日時］名古屋：10月1日（金）13:30～18:00 
    仙台：10月8日（金）13:30～18:00 
    東京23区：10月15日（金）13:30～18:00 
    札幌：10月22日（金）13:30～18:00 
    金沢：10月29日（金）13:30～18:00 
［場所］名古屋：名古屋市公会堂（名古屋市昭和区） 
    仙台：エスポールみやぎ（仙台市宮城野区） 
    東京23区：ティアラこうとう（東京都江東区） 
    札幌：北海道立道民活動センター［かでる2.7］（札幌市中央区） 



    金沢：金沢商工会議所（石川県金沢市） 
［参加費］無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.pcb2021.go.jp/ 
…………………………………………………………………………………………… 
《ＰＲ情報》９月は『価格交渉促進月間』です（再掲） 
中小企業庁では、9月を価格交渉促進月間と定め、様々な施策を実施しております。取組の一環として、発注側企業との

価格交渉の際にお使いいただけるよう、「価格交渉現場応援ペーパー」を作成しました。発注側企業と価格交渉を行う際

に、打ち出してお持ちいただくなどして、ご活用ください。 
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2021/210830torihiki.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 
～業績向上の仕組みづくりシリーズ「理念共有型の人材採用編」～（再掲） 
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/16382/ 

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

◆◆◆全国◆◆◆ 
《セミナー》ECモール出店支援セミナーを開催します 
◆中小機構では、新型コロナウィルスで影響を受けた中小企業者の新たな販路開拓のため、EC モール出店支援事業を行

っています。このセミナーでは出店支援事業で実際に出店いただく各ECモールの出店・運営に関する基礎知識を取り上

げ、出店につなげていただくことを目的としています。 
［開催形式］オンライン（Zoomを使用したウェビナー） 
［開催日］9月28日（火） 
［参加費］無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://ecmall.smrj.go.jp/seminar/ 
…………………………………………………………………………………………… 
《ＰＲ情報》毎年10月は「中小企業退職金共済制度」の加入促進強化月間です 
◆「中小企業退職金共済制度（中退共制度）」は安心・有利・簡単な中小企業のための国の退職金制度です。掛金は非課税

で手数料不要。さらに、新規加入者等に対して助成制度も！ 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
＜中小企業退職金共済制度＞ 
https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
◆◆◆関東地域◆◆◆ 
《公募情報》中小企業総合展 in Gift Show 2022 出展者募集を開始しました 
◆中小機構は、「第 93 回東京インターナショナル・ギフト・ショー春 2022」会場内にて、ギフト関連商品の販路開拓を

目指す中小企業者を集め、「中小企業総合展 in Gift Show 2022」を開催いたします。それに伴いギフト・雑貨分野の商品

の販路開拓等を希望する中小企業者を募集します。 
［会 場］東京ビッグサイト 
［会 期］2022年2月8日（火）～10日（木） 
［出展料］45,222円（税込）/3日間（１小間3平米） 



［募集期間］2021年9月6日（月）～10月8日（金）17時まで 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://giftshow.smrj.go.jp/ 
…………………………………………………………………………………………… 
《公募情報》中小企業総合展 in FOODEX 2022 出展者募集を開始しました 
◆中小機構は、「FOODEX JAPAN 2022」会場内にて、食品・飲料等商品の販路開拓を目指す中小企業者を集め、「中小企

業総合展 in FOODEX 2022」を開催いたします。それに伴い食品・飲料等の商品を企画開発・製造されている中小企業者

を募集します。 
［会 場］幕張メッセ（FOODEX JAPAN 2022内） 
［会 期］2022年3月8日（火）～11日（金） 
［出展料］70,416円（税込）/4日間（１小間4平米） 
［募集期間］2021年9月6日（月）～10月8日（金）17時まで 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://foodex.smrj.go.jp/ 
…………………………………………………………………………………………… 
《セミナー》「メンタルヘルス第２・３回ラインケア講座」をオンライン開催します 
◆（公財）東京都中小企業振興公社では、経営者・管理監督者向けに「メンタルヘルス ラインケア講座」をオンライン開

催します。部下の生産性を高めるストレスマネジメント・ラインケア手法について。休職者対応から職場復帰支援・受入

環境づくりについて学んでいきます。 
［日時］ 10月13日 13：00～17：00 第2回ラインケア講座 
     11月16日 13：00～17：00 第3回ラインケア講座 
［場所］ インターネット回線を通じたオンライン開催 
［参加費］無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2110/0002.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《セミナー》「メンタルヘルス推進リーダー養成講座（初級・中級）」をオンライン開催します 
◆（公財）東京都中小企業振興公社では、従業員の心の健康をケアする社内担当者を養成する実践的なメンタルヘルスセ

ミナーをオンラインにて開催します。 
4つの各論からメンタルヘルスを学ぶことで、より実践的な知識の習得を目指します。 
［日時］ 各日13：00～17：00 
① 総論・法律   [初級…10月20日、中級…10月21日] 
② 医療      [初級…12月1日、中級…12月2日] 
③ マネジメント  [初級…12月7日、中級…12月8日] 
④ まとめ     [初級…1月18日、中級…1月19日] 
［場所］ インターネット回線を通じたオンライン開催 
［参加費］無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2110/0001.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《募集情報》サテライトオフィス設置等補助事業 申請受付中 
◆東京都では、テレワークの定着に向け、企業等が都内市町村部に新たに開設する共用型サテライトオフィスの整備・運

営費を補助する支援制度を実施しています。現在令和３年度の申請を受付中です。 
［期間］10月15日（金）まで 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/hatarakikata/telework/satellite/ 
…………………………………………………………………………………………… 



《募集情報》「外国人材向けオンライン合同企業説明会」出展企業募集。 
◆東京都は、外国人材向けオンライン合同企業説明会の開催にあたり外国人の採用を検討している出展企業を募集中。日

本国内在住の外国人材に自社の強み、採用情報などを直接PRできる機会を提供いたします。 
［日時］2021年11月24日～25日 
 [場所] オンライン(Zoom) 
［参加費］無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://tir-navicenter.metro.tokyo.lg.jp/seminar/2021_11_24/ 
…………………………………………………………………………………………… 
《募集情報》第43回工業技術見本市「テクニカルショウヨコハマ2022」の出展企業を募集します 
◆公益財団法人神奈川産業振興センターでは、神奈川県、横浜市などと共催にて、首都圏最大級の第 43 回工業技術見本

市「テクニカルショウヨコハマ 2022」を開催します。今回は、リアル展示とオンライン展示を組み合わせたハイブリッ

ド型にて開催します。自社ＰＲ、製品紹介、新規開拓、マーケティングの絶好の場としてビジネスチャンスの創出が期待

できます。現在、出展企業を募集しています。 
                       
[開催期間]令和 4年 2月 2日（水）～4日（金）【リアル展示】 
      令和4年2月2日（水）～10日（木）【オンライン展示】 
[場所（リアル展示）]パシフィコ横浜展示ホール A,B,C 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.tech-yokohama.jp/ 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 
★調査・研究レポート★ 

◆早期景気観測調査（8月調査・2021年8月31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」 
「2050年カーボンニュートラルへの対応」 
「電力料金の上昇（東日本大震災以降）による経営への影響」 
今月の基調判断 
「業況ＤＩは、感染急拡大により悪化。先行きは、感染収束が見通せず、厳しい見方続く」 
 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】 
SDGs達成に貢献している中小企業などの先進事例を紹介する「中小企業とSDGs」では、スポンジ製造を主力とした

石油化学メーカーでありながら、“脱石油”とフェアトレードを中心に本気でSDGsに取り組む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/20210906.html 
…………………………………………………………………………………………… 
◆中小機構イベントカレンダー 
2021年9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 


