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いつも愛読いただきありがとうございます。 

当局ウェブサイトの新着情報を中心にお送りします。 

 

SNSでは、新着情報のほか、中小企業支援、エネルギー、IT、技術 

開発など経済産業省の最新情報を日々発信しております。 

フォローよろしくお願いします。 

 

Twitter 

https://twitter.com/meti_Chugoku 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/meti.chugoku/ 
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１．今週の新着 

 

旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点（旧簡易ガス団地） 

の指定の解除に係るパブリックコメントの受付を開始しました 

https://www.chugoku.meti.go.jp/topics/gas/pdf/210614.pdf 

 

夏季の省エネルギーへのご協力をお願いします 

～６月から９月は夏の省エネキャンペーン～  

https://www.chugoku.meti.go.jp/topics/enetai/210611.html 

 

令和 2年度第 3次補正予算｢事業承継・引継ぎ補助金｣の公募要領 

公表について（６月１１日申請受付開始）  

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/chusho/210526.html 

※事業承継や M&A を契機とした経営革新等（事業再構築、設備投 

資、販路開拓等）への挑戦に要する費用を補助します。 



 

令和 3年度予算「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的 

な燃料備蓄の推進事業費補助金（石油ガス災害バルク等の導入 

事業費補助金）」の公募  

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/shinen/210611.html 

※自衛的な燃料備蓄のためのＬＰガス災害バルク等の設置経費の 

一部を補助します。 

 

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）」の公募を開始しました   

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/chusho/210610.html 

※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う企業 

を支援します。 

 

｢令和 3年度地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業補助金｣ 

の採択結果について   

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/kikaku/210609.html 

※中国地域からは、Community Nurse Company 株式会社と（一社） 

データクレイドルの２社が採択になりました。 

 

省エネルギー施策のご紹介パンフレットを掲載しました 

https://www.chugoku.meti.go.jp/topics/enetai/pdf/210608.pdf 

 

令和 3年度「先進的省エネルギー投資促進支援事業」の公募について  

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/enetai/210608.html 

※工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備 

への更新等を支援します。 

 

（入札公告） 

令和 3年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業 

(「松江の出雲そば」のブランド化推進と関連産業支援事業) 

 https://www.chugoku.meti.go.jp/info/bid/r3fy/210611.pdf 

 

令和 3年度中国地域ものづくり中小企業事業化支援事業 

（事業管理機関向け勉強会事業）の入札公告 

https://www.chugoku.meti.go.jp/info/bid/r3fy/210608.pdf 
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２．公募中の補助金など 

 

デジタルツールを戦略的に用いた採用活動を支援します！(公募開始)  



https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/jinzai/210604.html 

 

令和 3年度当初予算「ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業」 

の公募を開始します  

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/indus_tech/210512.html 

 

令和元年度・2年度補正「IT 導入補助金 2021」(通常枠・低感染リス 

ク型ビジネス枠)の公募受付開始 

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/ryutsu/210419.html 

 

令和２年度補正予算「石油製品安定供給確保支援事業 

【ＳＳ過疎地等における事業再構築支援事業】」の公募  

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/shinen/210524.html 

 

令和３年度第２回「地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金 

（理解促進事業に係るもの）」に係る補助事業者の公募について  

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/shigen_energy/210526_2.html 

 

令和 3年度「先進的省エネルギー投資促進支援事業」の公募について  

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/enetai/210608.html 

 

令和２年度３次補正「災害時に備えた社会的重要インフラへの 

自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金（石油ガス災害バルク等の 

導入事業費補助金）」の公募  

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/shinen/210602.html 

 

令和３年度「新エネ大賞」の募集について  

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/enetai/210520.html 

 

令和 3年度予算「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な 

燃料備蓄の推進事業費補助金（石油ガス災害バルク等の導入事業費 

補助金）」の公募  

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/shinen/210611.html 

 

令和 2年度｢ＳＳ過疎地対策計画策定支援事業補助金｣(2回目)の公募  

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/shinen/201120.html 

 

令和２年度第３次補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」の公募要領 

公表について（６月１１日申請受付開始）  

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/chusho/210526.html 

 

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）」の公募を開始しました  

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/chusho/210610.html 

 

令和元年度補正「小規模事業者持続化補助金」(通年公募)  

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/chusho/200311.html 

 

令和 2年度第 3次補正予算「小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク 

型ビジネス枠＞」の公募を開始しました  

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/chusho/210405.html 

 

令和 3年度予算事業「ＪＡＰＡＮブランド育成支援等事業」の公募 

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/keieishien/210415_2.html 
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３．イベント 

 

自宅や好きな場所で動画により施策を知ることができます！  

省庁連携「地域 ICT 支援事業」オンライン説明会を開催  

～デジタル変革を通じた中国地域の活性化を目指して～  

https://www.chugoku.meti.go.jp/event/seijyo/210526.html 

 

令和３年度 技術流出防止管理説明会・安全保障貿易管理説明会 

（オンライン説明会）のご案内  

https://www.chugoku.meti.go.jp/event/kokusai/210527.html 

 

「製造業における特定技能外国人材受入れに関するオンライン 

セミナー」を開催します  

https://www.chugoku.meti.go.jp/event/jinzai/210602.html 
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４．統計 

 

中国地域の経済動向(6月 10 日更新） 

https://www.chugoku.meti.go.jp/stat/keiki/index.html 

 

中国地域鉱工業生産動向(6 月 10日更新） 

https://www.chugoku.meti.go.jp/stat/iip/index.html 

 

中国地域百貨店・スーパー等販売動向(6月 10日更新） 

https://www.chugoku.meti.go.jp/stat/hanbai/index.html 



 

中国管内主要製品生産実績(6 月 10日更新） 

https://www.chugoku.meti.go.jp/stat/seisan/index.html 
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５．関係団体等からのご案内 

 

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

Ruby biz グランプリ 2021のエントリー募集を開始しました！  

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

Ruby biz グランプリ 2021年度のエントリー募集を開始しました！ 

本グランプリはプログラミング言語 Ruby の特徴を活かした 

新サービス事例の顕彰を通じ、国内外でのビジネス展開・ビジネス 

チャンスの更なる拡大を目指します。  

  

▼お申し込みなど詳細はこちら 

https://rubybiz.jp/ 

 

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

「岡山リビングラボ」オープンイノベーションプログラム（O2IP） 

第 12 回～認知症予防や早期発見につながる取り組みの普及に向けて～  

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

現状、有効な治療方法がない認知症ですが、認知症の予防に取り組む 

とともに、認知症のリスクを早期発見することで、認知機能の低下を 

遅らせたり、留めたりすることの可能性が示唆されています。今回の 

ワークショップでは、（株）リコーで研究・開発を進める、認知症／ 

MCIのリスクを早期に知ることで予防を可能とする「脳機能ドック 

サービス」について普及促進するアイデアや、「脳機能ドックの 

受診促進につながる日常簡易チェックアプリの内容についてのアイ 

デア」、「行動変容につながる介入サービス（の組み合わせ）につ 

いてのアイデア」について検討します。 

 

日時：2021年 6月 28日(月)13:30～17:00 

開催形式：オンライン(ZOOM)、またはオフラインとオンラインの併用  

  

▼お申し込みなど詳細はこちら 

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id2726.html 

 

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

2021 年度 第 1回ヘルスケア・医療福祉事業化交流会 

「ブレインテック最前線」参加者募集！ 



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

ヘルスケア・医療福祉分野への新規参入や新製品・新規事業化につな 

がる出会いの場となることを期待して、この分野の最新情報を提供し、 

大学等における研究シーズを紹介する標記交流会を開催します。 

今回は「ブレインテック最前線」と題して、慶應義塾大学の牛場潤一 

准教授から、ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)を使った神経 

機能再生医療“リハビリテーション神経科学”の最前線についてご紹介 

いただきます。 

 

日時：2021年 7月 16日(金) 13：30～16：30 

場所：【会場参加】ホテルセンチュリー21広島 2階フォルザ 

         広島市南区的場町 1-1-25 

   【オンライン参加】Zoom ウェビナー利用 

  

▼お申し込みなど詳細はこちら 

https://crirc.jp/data/event/2021/06/2611/ 

 

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

法務省，在中国日本国大使館，JIDRC，JCAA共催 

「国際仲裁ウェビナー～中国関連ビジネスを中心に～」 

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

国際仲裁の実情や日本の仲裁機関の特徴を紹介するとともに， 

中国において紛争解決条項を含む契約交渉を行う上での留意点， 

さらには紛争解決の実情などを紹介します。 

 

日時：2021年 7月 1日(木) 

   14:00～15:30(日本時間)/ 13:00～14:30(中国時間) 

開催方法：オンラインセミナー（ZOOM） 

費用：無料（事前登録制） 

  

▼お申し込みなど詳細はこちら 

https://www.jcaa.or.jp/seminar/seminar.php?mode=show&seq=72& 

 

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

JCAA 主催：英文契約セミナー各論編 

「国際販売店・代理店契約の勘所と主要条項の解説」 

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

英文販売店契約書や代理店契約書の基本的かつ必須の知識及び 

主要条項の読解・作成におけるキーポイントについて解説します。 

 

日時：2021年 7月 7日(水) 14:00～15:40 

開催方法：オンラインセミナー（ZOOM） 



費用：無料（事前登録制） 

 

▼お申し込みなど詳細はこちら 

https://www.jcaa.or.jp/seminar/seminar.php?mode=show&seq=60& 

 

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

JCAA 主催：国際取引セミナー 

米中情勢を踏まえた中国企業との取引～日本企業の経済安全保障的法務～ 

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

通商摩擦を契機とした米国の対中強硬策や、これに対する中国の 

相次ぐ対抗措置により、米中の緊張関係は依然として継続してい 

る状況にあります。中国の近時の動向と日本企業に対する影響、 

並びにその対策について解説します。 

 

日時：2021年 7月 20日(火) 14:00～15:30 

開催方法：オンラインセミナー（ZOOM） 

費用：無料（事前登録制） 

 

▼お申し込みなど詳細はこちら 

https://www.jcaa.or.jp/seminar/seminar.php?mode=show&seq=71& 

 

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

｢ひろしま IoT実践道場｣のモデル企業を募集しています!!【～７月中旬】 

－大手ベンダーや地域有識者から、無料でアドバイスが受けられます!－ 

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

ひろしま産業振興機構と広島県では、県内の中堅・中小製造業等を 

モデル企業として、実際の経営課題や現場課題を取り上げて、複数 

の IT 専門家からの多面的なアドバイスを提供し、企業にとって適切 

な IoT の投資判断を促すことで、経営者主導の IoT 導入・実践を支援 

します。アドバイザーは、国内の大手 ITベンダー等で構成されてい 

ます！この取組のプロセスや成果（範囲は応相談）を、ひろしま産 

振構の広報活動等を通じて地域に広く PRすることは、貴社の知名度 

を上げるチャンスにもなります！ 

ぜひ、モデル企業としての参加をご検討ください！ 

 

問合せ先：公益財団法人ひろしま産業振興機構  

     ものづくり革新統括センター（担当：小西、時盛） 

      TEL：082-240-7716  FAX：082-242-7709 

 

▼お申し込みなど詳細はこちら 

https://www.hiwave.or.jp/news/27837/ 

 



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

「経済産業省 国際化促進インターンシップ事業」 

～オンライン説明会の開催及びエントリーのご案内～ 

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

 国際化促進インターンシップ事業は、高度外国人材のインターン 

受入れを通じ、中堅・中小企業における外国人材受け入れ体制の構築 

や海外進出の促進を目的としており、本年度もオンラインによるイン 

ターンシップ事業を実施することとなりました。 

 

【オンライン説明会】 

 本年度事業エントリー開始に伴い、この度、企業様向けの事業説明 

会（動画配信）を、オンラインにて無料で開催します。 

 

・6月 23日(水) 15 時～（30分程度） 

・6月 25日(金) 14 時～（30分程度） 

※動画配信にて開催します 

 

▼説明会申し込みはこちら 

https://forms.office.com/r/UTzK9xs4pf 

 

【インターンシップ事業へのエントリー】 

 本年度は活動時期を二期に分け、インターンの活動形態をワークス 

ペース型のＡコース・自宅型のＢコース の二形態で実施いたします。 

 Ａコースエントリー受付の締め切りが６月３０日（水）に迫り、 

コロナ禍でも有効な外国人材の活用に一歩踏み出したいとお考えの 

企業様のエントリーを心よりお待ちしております。 

 

応募締切：Ａコース：6月 30 日(水) 

     Ｂコース：8月 31 日(火) 

 

問合せ先：国際化促進インターンシップ 事務局 

     TEL：03-6262-3750  MAIL：jip@pasona.co.jp 

 

▼エントリーは事務局 HPから 

https://internshipprogram.go.jp/ 

 

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

免税販売手続電子化に関する相談会開催のご案内 

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

免税販売手続は令和 3年 10 月 1日から完全電子化するため、ご対応い 

ただけない場合、免税販売ができなくなります。このため、観光庁 

では、電子化未対応の免税店のみなさまを対象とした相談会を開催 



します。相談会では、複数の免税電子化システム事業者から、直接 

システム導入に係る説明を受けられると共に、実機の確認や質疑応 

答を行うことができます。  

 

▼お申し込みなど詳細はこちら 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics02_000214.html 

 

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

令和３年度 見本市等出展助成金（後期）募集のご案内 

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

公益財団法人広島市産業振興センターでは、広島市内中小企業者等 

が新技術・新製品の研究開発及び創意工夫により実用化又は商品化 

したものを見本市等に出展する事業に対して、必要経費の一部を助 

成します。 

 

 

公募期間：令和３年６月１５日(火)～７月１６日(金)必着 

 

問合せ先：(公財)広島市産業振興センター中小企業支援センター 

▼お申し込みなど詳細はこちら 

https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/joseikin/mihonichi.html 

 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

本メールマガジンの配信申込、停止、アドレス変更、御意見などは 

こちら 

E-mail：chugoku-mail@meti.go.jp 

または 

https://www.chugoku.meti.go.jp/inquiry/index.html 

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

掲載情報は発行時点のもので、予告なく変更する場合があります 

掲載内容は転載・再配布フリーです 

 

発行／ 中国経済産業局 広報・情報システム室 

 

 


