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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★ 
  ～従業員の結束力で成長する会津の漆器店～ 
★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10月14日更新) 
《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》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10月22日更新) 
《災害情報》令和3年8月7日から同月23日までの間の暴風雨及び豪雨による災害が激甚災害として指定されたことに

伴い、追加の被災中小企業・小規模事業者対策を講じます（令和3年9月28日）（再掲） 
《公募情報》事業承継・引継ぎ補助事業(事業承継トライアル)の３次公募を開始します 
《公募情報》共同・協業販路開拓支援補助金(第４回)の公募を開始します（令和3年9月30日）（再掲） 
《ＰＲ情報》「パートナーシップ構築宣言」を公表した企業が2,000社を突破しました 
★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】 
《ＰＲ情報》「ユースエール認定制度」をご存じですか？ 
《ＰＲ情報》経営ヒントを幕末志士から学ぶ「中小機構に聞こう！」をリニューアルしました 
《セミナー》海外ビジネスをちょっとのぞき見セミナー第4弾【中国編】を開催します 
《セミナー》「関東経済産業局 グローバル化推進ウェビナー」を開催します 
《イベント》令和3年度「環境スタートアップ大賞」の応募開始 
【関東】 
《公募情報》「BCP実践促進助成金」公募のご案内 
《セミナー》「愛知県産業立地セミナー2021 IN 東京」の参加者を募集します 
《セミナー》指導・育成支援講座を開講します 
《セミナー》海外展開プランづくりに役立つ「海外展開スタートアップゼミナール（５回連続講座）」を開催します 
《セミナー》「モビリティのカーボンニュートラル(CN) 達成に向けての課題と対応」を開催します 
《セミナー》「福島イノベーション・コースト構想企業立地セミナーin東京」を開催します 
《セミナー》「事業計画書作成に役立つ『ＲＥＳＡＳ』の活用法」を開催します 
【近畿】 
《ＰＲ情報》地域と特許庁を結ぶイベント「つながる特許庁 in KANSAI」を開催します 



★調査・研究レポート★ 
★支援機関ニュース★ 

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

～従業員の結束力で成長する会津の漆器店～ 
◆福島県会津若松市の株式会社三義（さんよし）漆器店は、1935 年に初代社長の曽根義雄氏が会津漆器の塗師として個

人創業し、1965 年に法人化した。地元伝統の会津漆器をはじめ、電子レンジや食洗機に対応した樹脂製漆器などデザイ

ン性と機能性に優れた食器類の製造・販売を行っている。 
◆現社長の曽根佳弘氏は1984年に入社、専務取締役を経て2008年に社長に就任した。就任後に経営管理を学び、「経営

方針書」を 2014 年の会社 51 期目から毎年策定している。経営理念や将来ビジョンを明確化し、目指す姿をはっきりさ

せて社内に展開・浸透を図るためだ。今年で58期目を迎えるが、経営方針書の成果か、念願だった従業員数50人の壁を

突破するなど会社は成長を続けている。 
◆同社内には美化、５S、社風、向上、親睦、広報の６つの委員会組織がある。これらはすべて社員の自発的行為から始

まった。「会社に花壇を作りたい」という従業員有志が社の敷地内に花壇を設置して美化が進んだり、「このカラーコピー

は本当に必要なのか」と指摘する社員の声からコピー機の前に毎月の印刷枚数やコストの一覧が張り出されて、コスト削

減につながったり。曽根氏は「従業員がみな、自分達の会社を良くしたいと思っているからこそ出てきた行動と結果だ」

と笑顔を見せ、「毎日の積み重ねで培われた仲間を認め合い信じ合う結束力がわが社の強み」と強調する。 
◆コロナ禍で、会議や商談の在り方、消費者の行動様式など様々な環境が変わってしまったが、同社の対応は素早かった。

以前は全員で集まって行っていた社内会議をオンラインに切り替えて実施、ほかの業務もオンラインで可能なことは対面

を避けるなど全社的にオンライン対応を徹底している。消費者に人気の高いキャラクター絵柄の食器を導入するなど巣ご

もり需要を取り込んで売上の確保にも取り組んだ。 
◆次世代に向けた独自技術や新製品の開発にも取り組んでいる。SDGs（持続可能な開発目標）達成のため、コンポスト

や土の中で水と二酸化炭素に分解される「生分解性プラスチック、ポリ乳酸」を使用した「紫翠盃」の販売を開始してい

るが、今後も脱炭素化やカーボンニュートラルの観点から環境意識の高い漆器を作る方針だ。 
◆もちろん課題も少なくはない。中長期的な課題は職人の高齢化に伴う技術の承継だ。職人の技を継ぐ人材育成に加え、

ロボット化も同時に行うことで対応するつもりだ。IoT を推進するための人材確保は急務で、人材採用などの検討を進め

ている。「経営は従業員やパートナー企業、協力企業など多くの人の力があってはじめて成り立つ」と話す曽根氏のかじ

取りに注目だ。（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10月14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》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10月22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8月7日から同月23日までの間の暴風雨及び豪雨による災害が激甚災害として指定されたことに

伴い、追加の被災中小企業・小規模事業者対策を講じます（令和3年9月28日）（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/2021/09/20210928003/20210928003.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《公募情報》事業承継・引継ぎ補助事業(事業承継トライアル)の３次公募を開始します 
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)の三次公募が開始されました。本補助金は、

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/zaimu/shoukei/2021/211021shoukei.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《公募情報》共同・協業販路開拓支援補助金(第４回)の公募を開始します（令和3年9月30日）（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、複数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４回)の公募を開始します。 
詳しくは以下のサイトをご確認ください。 
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2021/210930hanro.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《ＰＲ情報》「パートナーシップ構築宣言」を公表した企業が2,000社を突破しました 
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、2,000社を突破しました。 
詳しくは、以下のサイトをご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211019006/20211019006.html 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 
★ミラサポplus情報★ 

◆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「SWOT分析」編～ 
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/16750/ 

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

◆◆◆全国◆◆◆ 
《ＰＲ情報》「ユースエール認定制度」をご存じですか？ 
◆ユースエールは、若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。認定に

よる企業のイメージアップのほか、ハローワークでの積極的なＰＲ等の支援を受けられ、人材確保につながります。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《ＰＲ情報》経営ヒントを幕末志士から学ぶ「中小機構に聞こう！」をリニューアルしました 
◆中小機構は、PR サイト「中小機構に聞こう！」をリニューアルしました。「激動の時代を戦った“幕末志士たち”」を

中小企業経営者に見立て、中小企業・小規模事業者の経営課題克服に向けた支援策を紹介します。自分がどんな経営者タ

イプかわかる「志士タイプ診断」もあり、楽しみながら自分にあった支援施策を見つけられるサイトです。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://kikou.smrj.go.jp/ 
…………………………………………………………………………………………… 
《セミナー》海外ビジネスをちょっとのぞき見セミナー第4弾【中国編】を開催します 
◆中小機構では、中国・上海にてコンサルティングをされている専門家を招いて、中国現地の生活やビジネスなどの現況、

日本企業のビジネスチャンスなどについて、トークセッションも交えたセミナーを開催します。 
［開催日時］11月4日（木）13:50～15:40  
［場所］Zoomウェビナー 
［参加費］無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.smrj.go.jp/event/overeseas_seminar/favgos000001tec4.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《セミナー》「関東経済産業局 グローバル化推進ウェビナー」を開催します 
◆関東経済産業局ではアジア・アフリカの現地企業等との価値共創でグローバル展開している企業経営者が登壇するウェ

ビナーを開催します。併せて、通商白書や不公正貿易報告書のポイントについてもご説明します。 
［日時］11月12日（金）14:00～17:00 
［場所］オンライン形式（Teams利用） 
［参加費］無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/kaigai_tenkai/global_promotion_webinar2021.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《イベント》令和3年度「環境スタートアップ大賞」の応募開始 
◆環境省では、将来有望な環境スタートアップへの表彰等により、新たなロールモデルを創出するとともに、事業機会の

拡大の支援を目的として、新たな環境ビジネス・技術をお持ちのスタートアップ企業を表彰します。 
［応募期間］令和３年10月18日 (月)～令和３年12月３日 (金) 17:00 
詳しくは、以下のサイトまたは環境省報道発表をご覧ください。 
https://www.e-jemai.jp/seminar/env-startup.html 
環境省報道発表（https://www.env.go.jp/press/110091.html） 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
◆◆◆関東地域◆◆◆ 
《公募情報》「BCP実践促進助成金」公募のご案内 
◆（公財）東京都中小企業振興公社では、都内の中小企業等が策定したBCP（事業継続計画）を実践するために必要とな



る基本的な物品・設備等の導入に要する経費の一部を助成します。 
［申請期間］11月15日(月)～11月18日(木) 
※申請には予約が必要です。予約受付期間（11/8～11/11）に申請の予約をして下さい。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/bcp.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《セミナー》「愛知県産業立地セミナー2021 IN 東京」の参加者を募集します 
◆愛知県では、県内における新規立地や事業拡大につなげるため、首都圏の主要企業、外資系企業の皆様に、愛知県の優

れた交通インフラ、厚い産業集積等の立地環境や、立地優遇施策等を紹介するセミナーを開催するにあたり、参加者を募

集中です。 
［開催日時］11月16日（火）16：00～18：20 
［場所］グランドプリンスホテル高輪 (東京都港区高輪） 
    オンライン参加も可能 
［参加費］無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/seminar-tokyo2021.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《セミナー》指導・育成支援講座を開講します 
◆中小企業大学校では、社内で指導・育成を行う人材を支援する方法を学び、中小機構が派遣する育成専門家として効果

的な支援を行う為の指導・育成支援講座を開講します。 
［形式］オンライン開催 
［参加費］16,000円（税込） 
各コース日程などの詳細は、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.smrj.go.jp/institute/online_training/course/favgos000001rfkn.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《セミナー》海外展開プランづくりに役立つ「海外展開スタートアップゼミナール（５回連続講座）」を開催します 
◆東京商工会議所では、海外に商品を販売したい方、海外取引を軌道に乗せたい事業者向けに海外展開プランの作り方か

ら顧客へのアプローチの仕方まで習得できるゼミナールを開催します。 
［日 時］2021年11月29日（月）、12月6日（月）、12月13日（月） 
     2022年１月17日（月）、１月24日（月） 全５回 
     いずれも17:00～19:00 
［場 所］リファレンス新有楽町ビル会議室（東京都千代田区） 
［参加費］無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-109000.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《セミナー》「モビリティのカーボンニュートラル(CN) 達成に向けての課題と対応」を開催します 
◆（公財）東京都中小企業振興公社では、自動車を含むモビリティ分野のカーボンニュートラル（CN）に関する課題や対

応の方向性等についてご紹介するためのセミナーを開催します。 
［日時］１１月４日 14：00～16：00 
［開催方法］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/2111/0006.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《セミナー》「福島イノベーション・コースト構想企業立地セミナーin東京」を開催します 
◆福島県、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構の主催、経済産業省の共催で、「福島イノベーショ



ン・コースト構想」に関する福島県及び国の取り組みをはじめ、復興へ向け整備された新たな産業用地、全国トップクラ

スの優遇制度など、充実した企業立地環境を御紹介するためのセミナーを開催します。 
［日時］１１月２６日（金）１３：３０～１６：３０ 
［場所］大手町プレイス カンファレンスセンター（東京都千代田区） 
［参加費］無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211008001/20211008001.html 
…………………………………………………………………………………………… 
《セミナー》「事業計画書作成に役立つ『ＲＥＳＡＳ』の活用法」を開催します 
◆（公財）神奈川産業振興センターでは、経済産業省とまち・ひと・しごと創生本部事務局が連携して提供する、『地域経

済分析システム（ＲＥＳＡＳ：リーサス）』による分析手法をお伝えするため、関東経済産業局が行う「ＲＥＳＡＳ出前講

座」を開催します。 
［日時］2021年11月25日（木）14:00～15:00 
［場所］オンライン（Microsoft Teams使用） 
［参加費］無料 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://www.kipc.or.jp/topics/seminar-event/resas/ 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
◆◆◆近畿地域◆◆◆ 
《ＰＲ情報》地域と特許庁を結ぶイベント「つながる特許庁 in KANSAI」を開催します 
◆特許庁は、日本各地を訪問し地域の皆様と直接つながることにより知財を身近に感じていただき、また地域と全国をつ

なげることで各地の知財の取組を全国へ発信するイベント、「つながる特許庁」の第 1 回目を大阪市で開催します！現地

の様子を全国にYouTube Liveでオンライン配信しますので、開催地域以外の方も視聴可能です！ 
［日時］ 11月11日（木） 10:00～15:35 
［場所］グランフロント大阪 ナレッジシアター（大阪府 大阪市） 
［参加費］無料 
 詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://tsunagaru-jpo2021.go.jp/ 

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

◆早期景気観測調査（9月調査・2021年9月30日発表：日本商工会議所）（再掲） 
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」 
「新型コロナウイルスの影響を踏まえた雇用・採用関連の対応」 
「事業継続計画（BCP）の策定状況」 
今月の基調判断 
「業況ＤＩは、緊急事態宣言延長の影響が続き、悪化。先行きは、日常生活回復への期待感も、厳しさ続く」 
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】 
独自の技術や発想を武器にがんばる日本各地の中小企業を紹介する「Be a Great Small」から、自転しながら太陽の周り

を公転する地球と同じように、傾斜させた容器が自転と公転を繰り返す「3次元ボールミル」という粉砕機を生み出した

技術者でもある代表を取材。展示会に出展すると自分では思いもしなかった用途で注目される事になる…。 
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 
https://j-net21.smrj.go.jp/special/vibrant/202111011.html 



…………………………………………………………………………………………… 
◆中小機構イベントカレンダー 
2021年11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/202111.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 


