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<１> 産業振興課インフォメーション 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

 

■新宿区 新型コロナウイルス感染症対策支援事業 

 



新宿区で実施している令和 3年度新型コロナウイルス感染症対策支援事業の 

申請期限は、令和 4年 2月末～3月 31日となります。（事業により異なる） 

期限間近は申込が集中しますので、申請をご予定されている方は 

お早めに申請をいただくようお願いいたします。 

 

 (１）商工業緊急資金(特例)制度拡充 

 

新型コロナウイルス感染症の流行により、事業活動に影響を受ける 

区内中小企業者を支援するために商工業緊急資金（特例）をあっせんし、 

利子と信用保証料を区が全額補助します。ぜひご活用ください。 

令和 3年 11 月 1日(月)より以下のとおり制度拡充を行いました。 

 

【貸付限度額】500万円以内→1,000 万円以内 

【貸付期間】5年以内（据置期間 6か月以内） 

     →7年以内（据置期間 12 か月以内） 

 

※現行の商工業緊急資金(特例)を受けている場合も、 

 借換融資や追加融資(両制度併せて上限 1000 万円まで)が可能です。 

※制度拡充後の融資の面談予約を受付中です。 

 

※申請期限  令和 4年 3月 31 日(木)まで 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00011.html 

 

 (２）新宿区店舗等家賃減額助成【テナントオーナー向け】 

 

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している区内事業者の事業継続を 

支援するため、賃貸人が店舗等賃借人の事業が継続できるように店舗等家賃を 

減額した場合に、賃貸人に対して減額した家賃の一部を助成しています。 

 

※対象家賃月 令和 3年 4月分から令和 4年 3月分家賃まで（最大 12か月分） 

 

※申請期限  令和 4年 2月 28 日(月)まで（消印有効） 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00017.html 

 

[問合せ先] 



店舗等家賃減額助成担当 

TEL：03-5273-3554 

 

(３）新宿区専門家活用支援事業【中小企業・個人事業主向け】 

 

 事業再興や補助金申請等に専門家を活用した際の費用を助成 

※上限額（10万円）に達するまで複数回の申請が可能です。 

 

※申請期限 令和 4年 3月 31日(木)まで（消印有効） 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_002209.html 

 

(４）新宿区おもてなし店舗支援事業補助金【飲食業・小売業・サービス業 店舗向け】 

 

店舗での感染症拡大防止対策を実施したり、新たに宅配・テイクアウトに 

取り組む場合の費用や販売促進に係る費用を助成します。 

 

※申請期限 令和 4年 3月 15日(火)まで（消印有効） 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_002209.html 

 

 

■事業者向け行政書士無料相談会のご案内 

東京都行政書士会新宿支部の行政書士が、事業者向けの補助金申請支援、経営計画策定 

支援、事業承継支援などの相談を無料でお受けします。お気軽にご相談ください。 

 

【日時】令和 4年 1月 19日(水)：毎月第 3水曜日  

    午後 1時から午後 4時（1事業者につき 1時間、事前予約制） 

【会場】BIZ新宿（新宿区西新宿 6-8-2） 

【予約】電話にて受付 産業振興課 TEL:03-3344-0702 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00032.html 
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<２>  東京都からのお知らせ 



―――――――――――――――――――――――――――――― 

■「年末特別」中小企業・雇用就業対策の実施について 

新型コロナウイルス感染症との戦いが長期化しており、都内中小企業の経営環境には 

深刻な影響が及んでいます。また、完全失業率はコロナ禍以前の水準には戻っていないなど、 

雇用情勢は厳しい状況となっています。 

こうした影響が顕著となる年末に向けて重点的な中小企業・雇用就業対策が必要となるこ

とから、産業労働局では、以下の特別対策を実施します。 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/11/29/08.html 

 

1.中小企業に対する金融支援の強化↓ 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/11/29/documents/08_01.

pdf 

 

2.中小企業の資金繰り・経営に関する年末特別相談（夜間延長等）の実施↓ 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/11/29/documents/08_02.

pdf 

 

3.労働問題と再就職に関する年末特別相談↓ 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/11/29/documents/08_03.

pdf 

 

4.東京都中小企業従業員融資による生活の安定に向けた支援↓ 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/11/29/documents/08_04.

pdf 

 

5.早期の再就職に向けた支援↓ 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/11/29/documents/08_05.

pdf 

 

6.雇用の維持に向けた支援↓ 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/11/29/documents/08_06.

pdf 

 

7.感染症対策の実施期間の延長等↓ 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/11/29/documents/08_07_

01.pdf 
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<３>国、東京都の新型コロナウイルス感染症関連情報 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

 

■経済産業省おける新型コロナウイルス感染症関連の支援策 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

 

 

■経済産業省 中小法人・個人事業者のための月次支援金 

 

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。 

 

※4～9月分 申請受付は終了しました。 

 

10月分の月次支援金の申請受付 令和 4年 1月 7日(金)締切間近！！ 

 

詳細はこちら↓  

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html 

[問合せ先] 

月次支援金事務局 申請者専用相談窓口 

TEL：0120-211-240 

TEL：03-6629-0479（IP電話等からのお問合せ先）※通話料がかかります 

受付時間は 8時 30分～19 時 00 分(土日、祝日含む全日対応) 

 

[年末年始休業期間 コールセンター・申請サポート会場] 

令和 3年 12 月 29日(水)～令和 4年 1月 3日(月) 

 

 

■東京都 中小企業者等月次支援給付金 

 

飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上額が減少した都内事業者の 

事業の継続・立て直しに向け、東京都が月ごとに給付金を支給します。 

 

4・5・6月分 申請受付は終了しました。 



申請期限  

＜7・8月分＞月次支援給付金 令和 4年 1月 14日(金)締切 

＜9 月分＞  月次支援給付金  令和 4年 1月 31日(月)締切 

＜10月分＞  月次支援給付金 令和 4年 2月 28日(月)締切 

 

月次支援給付金の詳細はこちら↓ 

https://tokyogetsuji.metro.tokyo.lg.jp 

  

[問合せ先] 

東京都中小企業者等月次支援給付金コールセンター 

TEL：03-6740-5984 (9時～19時まで、土、日、祝日も開設) 

 

[年末年始休業期間] 

令和 3年 12 月 29日(水)～令和 4年 1月 3日(月) 

 

 

■東京都 協力金・支援金について 

 

緊急事態措置等に伴う協力金・支援金 よくあるお問い合わせ 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/topics/jitan/ 

 

 

■東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ 

 

新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの企業や都民のみなさんが利用できる、 

東京都および国の支援情報を探すことができるサイトです。 

 

詳細はこちら↓ 

https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/ 
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新宿区、国や東京都を始めとする各支援機関が行っている代表的な制度をまとめた 

「新宿区中小企業支援ガイド」を発行しました。是非ご活用ください。(令和 3年 3月発行) 

 

ガイドはこちら↓ 



https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000252968.pdf 

 

 

産業振興に関する広報誌「新宿ビズタウンニュース」を年 2回発行しています。 

区内中小企業の取組みや区の施策をご紹介しています。 

 

最新号の詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_biznews.html 
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このメールマガジンに掲載されている情報については、内容が変更・ 

終了している場合もありますので、詳細は直接主催者にご確認ください。 

 

本メールマガジンの配信解除は下記アドレスからお手続きください。 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_002144.html 

 

このメールには返信できません。 

不明な点等ございましたら、下記問合せ先までお尋ねください。 
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 新宿区文化観光産業部産業振興課 

   〒160-0023 新宿区西新宿 6-8-2 BIZ新宿 4階 

   電話番号：03-3344-0701 

   FAX番号：03-3344-0221 

      インターネットによるお問合せ： 

   https://www.city.shinjuku.lg.jp/soshiki/261100shoko_00001.html 
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