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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★ 
～「父を超えたい」との思いを抱く若き第18代御師～ 
★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21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) 
《閣議決定》令和３年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針を閣議決定しました 
《セミナー》「ビジネスと人権」セミナーを開催します（再掲） 
《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（再掲） 
《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】 
《イベント》強靱化シンポジウム 「予測できない危機を乗り越えるために」を開催します 
《ＰＲ情報》「事業継続力強化計画」を策定してみませんか？ 
《募集情報》「（初級）知的財産権研修（第２回）」を開催します 
《セミナー》ボランタリーチェーンフォーラム2021 を開催します 
【関東】 
《セミナー》「コロナ禍のリスクマネジメント～レポートを活用した取引先の健康診断～」を開催します 
【近畿】 
《イベント》売り込み型商談会「買いまっせ 売れ筋商品発掘市」の開催について 
★支援機関ニュース★ 

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



★巻頭コラム★ 
～「父を超えたい」との思いを抱く若き第18代御師～ 

◆関東一円を見渡す御岳山（標高929m）の山頂に鎮座する武蔵御嶽神社（東京都青梅市）。第10代崇神天皇の御代の

創建と伝えられ、古くから山岳信仰の修行の場として多くの人々が訪れてきた。その周辺には、修行者や参拝者のため

に「御師（おし）」と呼ばれる人たちが営む宿坊が20軒以上あり、その一つが1776（安永5）年創業の「駒鳥山荘」

だ。そこの若き第18代御師、馬場慶太郎氏は、神社の歴史にも関係するアイデアで250年近い歴史を有する宿坊、さら

には地域の活性化を目指している。 
◆御嶽神社は「おいぬ様信仰」でも知られ、犬と縁がある神社である。日本書紀によると、日本武尊（やまとたけるの

みこと）が東征の際、御岳山で邪神を退治したが、そこで道に迷ってしまった。すると白い狼が現れて日本武尊を道案

内した。別れ際、日本武尊は白狼に、「大口真神（おおくちまがみ）として、この御岳山に留まり、すべての魔物を退治

せよ」と命じたという。その言葉に従って山に留まった狼はその後、親しみを込めて「おいぬ様」と呼ばれるようにな

った。 
◆この「おいぬ様信仰」に加え、最近のペットブームで御岳山には犬を連れて訪れる人が多くなってきた。神社では犬

連れの参拝客の要望に応じる形で、愛犬の祈祷を行うようになった。また、神社への交通手段である御岳登山鉄道のケ

ーブルカーには「ペット共有エリア」が設けられ、犬をケージに入れることなく、飼い主と犬が一緒に乗車できるよう

になっている。 
◆こうした状況を目の当たりにして馬場氏が考えているのが愛犬を連れての宿泊だ。実際、犬連れで宿泊できないかと

の問い合わせは以前からあるが、犬を受け入れる態勢は整っておらず、断っているのが現状。そこで馬場氏は、別棟の

小屋を宿泊用に改装して、一棟丸貸しという形で犬と一緒に宿泊できないかと検討中だ。実現すれば、これまで日帰り

するしかなかった犬連れの参拝客や観光客も宿泊でき、滞在日数が増える。コロナ禍に苦しむ宿坊や地域全体にさらな

る賑わいを取り戻せることになりそうだ。 
◆馬場氏には、先代で昨年8月に急逝した父親への思いもある。先代は、ペット同伴を禁止している神社が多いなか、御

嶽神社での愛犬祈願を提案し、周囲の反対を押し切って実現にこぎつけたという。それが今や地域活性化策の一つになっ

ている。20代の若さで跡を継ぎ、「父を超えたい」との思いを抱く馬場氏にとって、犬連れ宿泊はぜひとも実現させたい

悲願でもあるようだ。（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》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21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 
…………………………………………………………………………………………… 
《閣議決定》令和３年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針を閣議決定しました 
官公需における新規中小企業者を含む中小企業・小規模事業者の受注機会の増大を図るため、「令和３年度中小企業者に

関する国等の契約の基本方針」を閣議決定しました。 
詳しくは、以下サイトをご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/press/2021/09/20210924004/20210924004.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《セミナー》「ビジネスと人権」セミナーを開催します（再掲） 
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（再掲） 
◆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◆◆◆ 
《イベント》強靱化シンポジウム 「予測できない危機を乗り越えるために」を開催します 
◆中小機構では、実際に自然災害や感染症などに遭遇し、それを乗り越えた経験をお持ちの経営者にご登壇いただくシ

ンポジウムを開催。非常事態をどう乗り切ったのか・平時から企業価値や災害対応の柔軟性をどのように磨いていたの

かを伺います。 
［開催形式］オンライン（Zoomを使用したウェビナー） 
［開催日］10月27日（水） 
［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/symposium2021/1027/ 
…………………………………………………………………………………………… 
《PR情報》「事業継続力強化計画」を策定してみませんか？ 
◆中小機構では、「事業継続力強化計画」策定のためのセミナーや専門家派遣を、無料で行っています。自社の備えは充

分なのか…「事業継続力強化計画」の策定を検討してみませんか？ 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://kyoujinnka.smrj.go.jp/seminar_handson/ 
…………………………………………………………………………………………… 
《募集情報》「（初級）知的財産権研修（第２回）」を開催します 
◆独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）では、政府関係機関や地方自治体、研究機関等において知的財産に関

連する業務に従事する職員など（特に知財初学者）を対象に一部オンデマンド講義を取り入れたオンライン研修を開催

します。 



［日時］  令和3年11月9日（火）～ 11日（木）（3日間） 
       （必須科目のみ受講の場合は11月9日（火）～10日（水）（2日間）） 
［場所］  Zoomによるオンライン研修 
［参加費］ 選択科目を含む全科目 9,300円（消費税込） 
            必須科目のみ8,300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/gyosei/syo/index.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《セミナー》ボランタリーチェーンフォーラム2021 を開催します 
ボランタリーチェーンシステムは小売業・サービス業が生き残りをかけ、連携し生産性向上を目指す画期的なシステム

です。最近は業種の垣根を超えた連携が数多く見られ、地域生活者のプラットホームとして重要な役割を担っていま

す。 
ボランタリーチェーンのデジタル化戦略の事例紹介を交えセミナーを行いますのでボランタリーチェーンのご理解を深

めて頂ければと思います。 
［日    時］10月5日（火） 13:00～17:00 
［場    所］シェラトン都ホテル東京 地下2階 醍醐の間 
      新型コロナ感染防止のためオンライン併用（YouTube）で行います 
［参 加 費］無料  ［定  員］100名（先着順） 
［申込期限］10月1日（金） 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.vca.or.jp/seminar/seminar341.html 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
◆◆◆関東地域◆◆◆ 
《セミナー》「コロナ禍のリスクマネジメント～レポートを活用した取引先の健康診断～」を開催します 
◆東京商工会議所本部相談センターでは、コロナ禍の取引先の調べ方・事例に基づく与信管理のポイント・信用調査レ

ポートの活用方法について、わかりやすくご説明するセミナーをオンラインで開催します。 
［日 時］ １０月２６日 １４：００～１６：００ 
［場 所］ zoomを使用したオンライン開催 ※開催3日前までにミーティングＩＤ等を送付いたします 
［参加費］ 無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
ＵＲＬ http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-107627.html 
…………………………………………………………………………………………… 
◆◆◆近畿地域◆◆◆ 
《イベント》売り込み型商談会「買いまっせ 売れ筋商品発掘市」の開催について 
◆大阪商工会議所は、全国の中小製造・卸売業の販路拡大を目的に、百貨店、スーパー等大手流通業バイヤーを招いた

売り込み形式の商談会を開催します。 
販路拡大を希望する製造業、卸売業の皆様は奮ってご参加ください。 
［日時］２０２１年１１月１１日（木） 
    １０：００～１３：００／１４：００～１７：００ 
    ※１３：００～１４：００は休憩時間 
［場所］大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪／大阪市)  
［参加費］10月22日(金)までのお申込みの場合 
     大阪商工会議所会員  8,000円／1名 
            一般 16,000円／1名 
      
詳しくは以下のHPからご確認ください。 
https://www.osaka.cci.or.jp/uresuji/form/ 



□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 
★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】 
ビジネスの様々な場面で生じる疑問について専門家が答える「ビジネスQ&A」。 
商店街の集客のため共同ポイントプログラムを運営する事業者に対して、個人情報の考え方、収集した情報の取り扱い

方など、専門家が個人情報保護法に照らしてアドバイスします。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://j-net21.smrj.go.jp/qa/org/Q1275.html 
…………………………………………………………………………………………… 
◆中小機構イベントカレンダー 
2021年10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 


