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このメルマガでは、中小機構が運営する中小企業ビジネス支援サイト
「J-Net21」の新着情報をお届けします。
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メルマガご開封 誠にありがとうございます。
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◆メールマガジンメニュー ◆
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◆中小企業NEWSピックアップ
◆新着コンテンツ
◆「補助金·助成金」ピックアップ
◆「公募情報」ピックアップ
◆本日のセレクション
◆コンテンツ予告
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+☆10月は「年次有給休暇取得促進期間」:厚労省
https://j-net21.smrj.go.jp/news/tsdlje00000105wt.html 

+☆「21年度当初予算事業承継·引継ぎ補助金」、9月30日から公募:中企庁
https://j-net21.smrj.go.jp/news/tsdlje00000105be.html 

+☆オンライン越境ECセミナー、参加者募集:日商、中小機構
https://j-net21.smrj.go.jp/news/tsdlje00000105yo.html 

--------------------------------------------------------------------- 
その他のニュースはこちらからご覧いただけます

☆★中小企業NEWS★☆
https://j-net21.smrj.go.jp/news/index.html 
--------------------------------------------------------------------- 
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◆【中小企業応援士に聞く】
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「佐賀冷凍食品株式会社 代表取締役社長·古賀正弘氏」
明治25年から地域の雑貨商としてスタートし、約130年。小売業、問屋業、
製造業へと変遷を遂げ、現在はマーケットインによる商品開発や佐賀県内
の農業生産者· シェフと連携した六次産業化など、地域性·安全性·ニ
ッチ性に特化した食品製造を推進する古賀社長に、自社の強みや将来の展
望、経営者として大切にしていることをお話しいただきました。

+◇地域連携で佐賀の「食」を全国·海外に
【佐賀冷凍食品株式会社(佐賀県小城市)代表取締役社長·古賀正弘氏】
https://j-net21.smrj.go.jp/special/supporter/20210927.html 
--- 

◆【中小企業景況調査】
「コロナ禍での中小企業の声を聴く:都道府県×産業分析編」
連載コラム第2回を掲載しました。今回は、地域を都道府県に細分化し、サン
プル数が十分に確保できる製造業、建設業、小売業、サービス業のコロナ前
とコロナ禍の中小企業の景況感の推移を観察します。

+◇コロナ禍での中小企業の声を聴く:都道府県×産業分析編
ー中小企業景況調査の活用ー
https://j-net21.smrj.go.jp/report/smrjsurvey/rieti2.html 
--- 

◆【業種別開業ガイド】「シェアハウス」
1つの賃貸物件を複数の入居者に貸し出し、家賃収入を得ることができる「シ
ェアハウス」。シェアハウスを作ることや管理·運営において必要な資格は
ありませんが、経営を成功させるには、マーケティング、不動産、経営上の
基礎知識などが求められます。

+◇シェアハウス
https://j-net21.smrj.go.jp/startup/guide/etc/20210924.html 
--- 

◆【ビジネスQ&A】「米国への日本酒輸出のためのFSMA対応について」
米国向けに日本酒を輸出する際、FSMAへの準拠が必要となりますが、どのよ
うな点に考慮すればよいでしょうか。FSMA対応のポイントについて主な条文
ごとに説明します。

+◇米国への日本酒輸出のために対応すべき、FSMAについて教えてください。
https://j-net21.smrj.go.jp/qa/org/Q1407.html 
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¦「補助金·助成金」ピックアップ
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「支援情報ヘッドライン」の<補助金·助成金·融資>に掲載した情報等から
ピックアップしてお届けします。

::::【全国】::::

<農林水産省>
+¦補助金:「令和2年度農林水産物·食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出
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環境整備緊急対策事業(輸出施設のHACCP等認定加速化支援事業)」【3次公募】 
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/53147 
※9月22日(水)より募集中。輸出先国が求める輸入条件に適合する施設の認定 
のための審査、及び施設認定後に当該施設が輸出先国の求める輸入条件に適 
合しているかどうかの確認等に伴う経費を支援します。補助率1/2、上限額は 
27,426千円(補助対象経費等の精査による減額する等の場合があります)。申 
請期限は10月18日(月)17時必着です。 

<農林水産省> 
+¦補助金:「家畜市場密集防止対策支援事業補助金」 
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/53315 
※9月28日(火)より募集開始。家畜市場において、人の密集を防止するための 
機器·設備の導入に要する経費を一部補助します。「一般型」と「モデル構 
築型」があります。公募期限は10月22日(金)17時必着です。 
--------------------------------------------------------------------- 

::::【岩手県】:::: 

<いわて産業振興センター> 
+¦助成金:「令和3年 情報関連専門展示会等出展費用助成事業(三次公募)」 
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/53137 
※9月21日(火)より募集中。県内のソフトウェア関連中小企業者を対象に、全 
国的な専門展示会等に出展する際の出展料、小間装飾費及び派遣説明員の旅 
費·宿泊費の一部を助成します。助成限度額は助成対象経費合計の1/2また 
は150,000円のうち低い額。令和4年3月21日までに会期が終了する展示会で 
あること。募集期限は11月30日(火)です。 
--------------------------------------------------------------------- 

::::【秋田県】:::: 

<秋田県> 
+¦補助金:「令和3年度 秋田県地域公共交通活性化チャレンジ事業」 
<追加募集> 
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/53117 
※9月21日(火)より募集中。地域公共交通の利用拡大や収支の改善等を図るた 
め、乗合バスやコミュニティ交通、三セク鉄道の利便性向上や利用促進、運 
行の効率化等に向けた、モデル的·先進的な取組を支援します。対象は市町 
村、交通事業者等。補助率1/2、国庫補助を活用する事業の場合は、補助残額 
に対して1/2を補助。応募期限は10月15日(金)17時です。 
--------------------------------------------------------------------- 

::::【埼玉県】:::: 

<埼玉県> 
+¦支援金:「埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(7、8、9月分)」 
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/53169 
※9月21日(火)より募集中。国の「月次支援金」受給者が対象です。事業者の 
事業形態に応じて、中小法人等に5万円/月、個人事業者等に2万5千円/月を 
支給します。「埼玉県酒類販売事業者等協力支援金」との重複申請はできませ 
ん。申請期限は令和4年1月28日(金)です。なお、電子申請は9月30日(木)より 
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受付を開始します。 
--------------------------------------------------------------------- 

::::【新潟県】:::: 

<新潟県> 
+¦助成金:「5Gソリューション開発促進事業」<2次募集> 
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/53128 
※9月22日(水)より募集中。民間企業、高等教育機関、研究機関、地方公共団 
体、NPO法人、個人事業主等により構成される共同事業体(コンソーシアム)を 
対象に、ウィズコロナ·アフターコロナを見据え、5Gを活用した非対面型· 
非接触型ビジネスモデルへの転換のためのサービス、技術、製品·商品の開 
発等を支援。助成率3/4、上限額20,000千円。採択件数は4件程度。申請期限 
は10月13日(水)です。 

<新潟県> 
+¦補助金:「令和3年度 地場産業人材育成·技能伝承支援事業」 
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/53130 
※9月22日(水)より募集中。県内商工団体等が行う、従事者の技術向上や技術 
習得などの人材育成、地場産地の技術·技能継承につながる効果的な取組を 
支援。補助率3/4以内、上限額5,000千円(1団体あたり)。補助事業実施期間は 
交付決定日~令和4年2月28日まで。申請期限は10月5日(火)午後5時15分です。 
--------------------------------------------------------------------- 

::::【富山県】:::: 

<富山県> 
+¦補助金:「6次産業化とやまの魅力発信事業」追加募集 
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/53254 
※9月27日(月)より募集開始。「一般事業(一般事業または農福連携事業)」、 
「農観連携事業」があります。自ら生産する農林水産物を活用した、新たな 
商品·サービスの試作、研究開発、その他6次産業化の推進に必要な経費を 
補助します。補助率や上限額、対象期間は事業により異なります。申請期限 
は10月8日(金)17時15分(郵送の場合は消印有効)です。 
--------------------------------------------------------------------- 

::::【山梨県】:::: 

<やまなし産業支援機構> 
+¦助成金:「山梨みらいファンド」 
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/53134 
※9月1日(水)より募集中。県内に本社(拠点)を設置して起業する方、県内に 
本社(拠点)を設置した起業後5年未満の方を対象とした「成長分野スタートア 
ップ資金助成事業」と、県内に事業所がある中小企業者又はそのグループを 
対象とした「次世代技術活用支援事業」の2種があります。募集数はいずれも 
5件程度。募集期限は10月29日(金)17時必着です。 
--------------------------------------------------------------------- 

::::【岐阜県】:::: 
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<岐阜県> 
+¦補助金:「岐阜県農業振興事業補助金(企業等の花飾り支援事業)」 
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/53253 
※9月24日(金)より募集開始。ぎふ花と緑の振興コンソーシアムの企業会員、 
団体会員(入会予定の企業·団体も可)等を対象に、企業や団体のオフィス 
·敷地内に、岐阜県産花きを活用した花飾りや緑化植物を設置するための費 
用を補助します。ただし、交付決定前に発注等を行った場合は対象外です。 
補助率1/2、上限額5万円。事業期間は交付決定日~令和4年2月28日(月)。 
申請期限は10月25日(月)です。 
--------------------------------------------------------------------- 

::::【大阪府】:::: 

<大阪府> 
+¦支援金:「中小法人·個人事業者等に対する一時支援金」(予告) 
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/53277 
※国の「月次支援金」(4月から8月分のいずれか)を受け取っている方が対象。 
事業継続当を支援するため、中小法人等に50万円、個人事業者等に25万円を 
支給します。営業時短協力金、大規模施設等協力金、酒類販売事業者支援金 
の受給者は対象外となります。「申請方法等」の詳細は、9月定例府議会に 
おいて補正予算が成立した後、準備が整い次第速やかに公表します。 
--------------------------------------------------------------------- 

::::【島根県】:::: 

<島根県> 
+¦「令和3年度 島根発ヘルスケアビジネス事業化補助金」 
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/53306 
※9月27日(月)より募集開始。島根県ならではのヘルスケアビジネスプランを 
対象に、ヘルスケアビジネスプランを事業化するための実証を行う「事業化 
支援」2件程度、ヘルスケアビジネスプラン事業化の前段階の市場調査、医学 
的検証等を行う「可能性検証」1件程度を募集します。補助事業期間は交付決 
定付から令和4年2月28日まで。公募期限は12月10日(金)17時必着です。 
--------------------------------------------------------------------- 

::::【徳島県】:::: 

<徳島県> 
+¦補助金:「機能性表示食品創出支援事業費補助金」 
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/53135 
※4月1日より募集中です。健康食品事業に取り組む県内企業に対し、消費者 
庁への機能性表示食品の届出に係る専門家への謝金や委託料等の経費を補助 
します。ただし、補助対象者は補助事業期間内に「良質な雇用による正社員 
就職者」を雇用する必要があります。補助率1/2、上限額1,000千円。予算の 
上限に達した場合は、その時点で受付を終了します。 
--------------------------------------------------------------------- 

::::【愛媛県】:::: 
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<愛媛県>
+¦応援金:「えひめ版応援金(第2弾)」【調整中】
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/53327 
※新型コロナの影響により、令和3年6~9月のうち任意の月の売上が前(前々)
年同月比で30%以上減少した中小企業者等を対象に、事業費補助金を交付する
予定です。申請方法や申請開始時期については、県内各市町と調整中です。市
町が執行主体となりますので、法人にあっては本社、個人事業主にあっては
住所のある市町の各種案内をご確認ください。
--------------------------------------------------------------------- 

::::【福岡県】::::

<福岡県>
+¦補助金:「【政令市以外の県域向け】令和3年度«第2期»福岡県宿泊施
設受入対応強化補助金」(予告)
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/53116 
※10月1日(金)より募集開始。バリアフリー化などの施設改修や多言語案内·
情報発信、新型コロナウイルス感染症対策、ワーケーション環境整備等の取
組みを支援します。補助率3/4、上限額は客室数等により異なります。交付決
定日より前に着手した事業については、補助金は交付できません。第1期に申
請された方でも交付決定の総額が補助上限に達するまでは再度申請が可能。
申請期限は11月30日(火)です。
★北九州市·福岡市向けの福岡県宿泊施設受入対応強化補助金もあります。
--------------------------------------------------------------------- 

::::【長崎県】::::

<長崎県>
+¦補助金:「フィジタル型スマート店舗等経営支援補助金」【二次募集】
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/53125 
※実店舗における対面サービスとデジタル技術活用の両方の利点を生かした
サービスを提供する「フィジタル型スマート店舗」を対象に、備品·機械装
置購入·設置費やソフトウェア導入·システム構築費 、店舗改修費等、店舗
開始に必要な初期投資を補助します。補助率1/2、上限額500万円。募集期限
は10月12日(火)です。
--------------------------------------------------------------------- 

::::【大分県】::::

<大分県>
+¦補助金:「創業支援型ベンチャーサポート施設 入居者向け補助金」
【2次募集】
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/53271 
※県が指定する「大分県ベンチャーサポート施設」に入居する起業·創業予
定者等を対象に、申請者のビジネスプランを審査し、対象事業者として認定
される優秀な事業計画を持つ事業者に対し、指定施設への入居賃料や、新た
な事業構築に要する経費の一部を補助します。募集期限(事業計画書等の提
出締切)は10月12日(火)17時です。
--------------------------------------------------------------------- 

http://krs.bz/smrj-hp/c?c=29783&m=18660&v=3ce9a3b1
http://krs.bz/smrj-hp/c?c=29784&m=18660&v=f2b95f19
http://krs.bz/smrj-hp/c?c=29785&m=18660&v=5732cf17
http://krs.bz/smrj-hp/c?c=29786&m=18660&v=62df7944


::::【沖縄県】:::: 

<沖縄ITイノベーション戦略センター> 
+¦補助金:「令和3年度Eコマース販路拡大実践支援補助金」【2期公募】 
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/53348 
※9月27日(月)より募集開始。ECモールへの出展やEC店舗ページの作成又は改 
修、解析ツールの導入、テスト商品開発等、Eコマース市場に向けた販路拡大 
への取り組みに要する経費を支援します。補助率8/10、上限額30万円。補助 
期間は交付決定日~令和4年2月28日まで。申請にはセミナー受講(動画視聴)と 
アンケートへの回答が必要です。申請期限は10月14日(木)正午です。 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 

その他の補助金·助成金情報はこちらから 

□¦すべての「補助金·助成金·融資」を見る!¦□ 
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/ 

--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
¦「公募情報」ピックアップ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「支援情報ヘッドライン」の<公募情報>に掲載した情報等から 
ピックアップしてお届けします。 

::::【全国】:::: 

<ジェトロ、アマゾンジャパン> 
+¦販売取組企業募集:「JAPAN STOREプログラム」 
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/public/53380 
※9月28日(火)より募集開始。Amazon.com(アメリカ)で日本の商品を特集する 
「JAPAN STORE」をオープンするにあたり、プログラムに参加する販売事業者 
を募集します。Amazon.com(アメリカ)で初めて出品を開始される販売事業者 
でも、Amazonの担当営業によるマンツーマンサポート、トレーニングコンテン 
ツを用意しているため、安心して海外での販売をスタートいただけます。「基 
本プラン」と「プレミアムプラン」の2つのプランがあり、「基本プラン」は 
参加費無料、応募締切は令和4年3月(予定)、「プレミアムプラン」は参加費 
40,000円(税込)、応募締切は10月29日(金)です。 
--------------------------------------------------------------------- 

::::【東京都】:::: 

<東京都> 
+¦「観光関連事業者向け派遣型セミナー·アドバイザー派遣」 
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/public/53091 
※6月23日より募集中。都内の宿泊施設·飲食店·小売店·観光関連団体等 
を対象に、派遣型セミナーとアドバイザー派遣を行います。派遣型セミナー 
はご指定の都内施設又はオンライン形式で、旅行者受入をテーマに、各事業 

http://krs.bz/smrj-hp/c?c=29787&m=18660&v=c754e94a
http://krs.bz/smrj-hp/c?c=29788&m=18660&v=250f8655
http://krs.bz/smrj-hp/c?c=29789&m=18660&v=8084165b
http://krs.bz/smrj-hp/c?c=29790&m=18660&v=ee19b375


者のご要望に応じたオーダーメイド型セミナーを実施。アドバイザー派遣は
都内の現地等に伺い、各事業者のレベルに合わせた助言等を行います(オン
ラインも可能)。利用料無料。申込期限は令和4年3月18日(金)。ただし、定
員に達し次第終了です。
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 

その他の公募情報はこちらから

☆★すべての「公募情報」を見る!★☆
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/public/ 

--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 

その他のセミナー·イベント、相談窓口等の情報はこちらから

△▲すべての「セミナー·イベント」を見る!▲△
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/event/ 

------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------- 

★★★||J-Net21メルマガ·本日のセレクション||★★★

「支援情報ヘッドライン」に掲載された情報から1つを選んでご紹介する
「本日のセレクション」です。

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

+☆彡オンラインシンポジウム:「IPAデジタルシンポジウム2021」
― DX:その一歩を踏み出そう ―
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/event/53219 

「もうDXには出遅れた」と思っていないか。個人·組織·社会が直面してい
る、後戻りできない数々の変化。そんな今こそ、変革とリセットのチャンス。
データとデジタルの波に乗り、次の一歩を踏み出すために。新たな時代を生
き抜くための戦略·技術·人材を考える、IPAの無料オンラインイベントに参
加しよう!
--------------------------------------------------------------------- 
¦主催:情報処理推進機構(IPA)
¦開催日時:10月11日(水) 11:00~15:00(10:30開場、16:30展示閉場)
¦開催形式:オンライン開催(Zoom)
¦定員:1,500名(事前申込制)
¦参加費:無料
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
--------------------------------------------------------------------- 

◇◆今後のコンテンツ予告◆◇

『中小企業応援士に聞く』に「株式会社ボストンクラブ(福井県鯖江市)」を、
『ビジネスQ&A』に「RE100には中小企業も参加できますか。」を、
『市場調査データ』に「ホームセンター」を掲載予定です。

http://krs.bz/smrj-hp/c?c=29791&m=18660&v=4b92237b
http://krs.bz/smrj-hp/c?c=29792&m=18660&v=7e7f9528
http://krs.bz/smrj-hp/c?c=29793&m=18660&v=dbf40526


-------------------------------------------------------------------------- 

最後までお読みいただきありがとうございました。

*************************************************************** 

★J-Net21 フェイスブック
    https://www.facebook.com/jnet21 
★J-Net21 Twitter

    https://twitter.com/jnet21_smrj 

*************************************************************** 
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【連絡先】J-Net21 ご意見·お問い合わせフォーム
          https://krs.bz/smrj-hp/m?f=34 

¦メールマガジン「J-Net21 新着情報」の配信情報変更·配信停止を
ご希望の場合は、以下のフォームからお手続きください。
          https://krs.bz/smrj-hp/m/j-net21_issue 
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