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■「新宿商談マッチング 2022」9月 30日エントリー締切間近！！ 

［食品・雑貨関連のメーカー/店舗様向け］ 

 

新宿区と区内にある金融機関が連携して開催するバイヤー４社による商談マッチング事業

です。 

あなたの商品を売り込んで、ビジネスチャンスを広げてみませんか。 

 

【参加バイヤー】 

 食品：株式会社五味商店（卸）／株式会社日本百貨店（小売） 

 雑貨：株式会社丸金（卸・EC）／株式会社千趣会・ベルメゾン（カタログ・卸） 

【募集期間】令和 4年 9月 30日（金）まで 

【対象企業】以下①・②のいずれかに該当する方。 

 ①新宿区内に事務所もしくは店舗を有する中小企業・個人事業主 

 ②協力金融機関（区ホームページやチラシ記載）と取引がある中小企業・個人事業主  

【対象商品】食品・雑貨 ※申込みは 1社につき 1商品、1バイヤーまで 

【参加費】無料 

 

エントリー方法の詳細はこちら↓ 

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

 

 

■「がんばろう！新宿応援キャンペーン」(事業者向け) 

 

新宿区では、令和 4年 10月よりプレミアム付商品券事業を実施します。 

新規顧客＆リピーター獲得の機会として、ぜひ取扱店の登録にお申し込みください。 

 

プレミアム付商品券事業(発行額 13億円：プレミアム率 30％) 

【実施期間】 令和 4年 10月 1日(土)～令和 5年 2月 28日(火) 

【登録対象店舗】 区内店舗、区との隣接地にある店舗 

【取扱店登録について】 

 キャンペーンサイトの登録専用ページから必要事項を入力しご登録ください。   

 キャンペーンサイトはこちら↓ 

 https://premium-gift.jp/shinjuku-ouen-campaign2022/ 

【登録締切】 

・第二次締切（専用 HPに掲載)：10月 31日(月)までオンラインにて登録完了 

※第一次締切（取扱冊子掲載)の受付は終了しています。 

 



【送付物】 

 ご登録いただいた店舗様には本キャンペーン用の告知品を送付します。 

・A3ポスター、A5ステッカー 

 

[問合せ先] 

がんばろう！新宿応援キャンペーン事務局 TEL: 03-6837-1453  

産業振興課産業振興係 新宿応援キャンペーン担当 TEL: 03-3344-0701 

 

 

■新宿ビズタウンニュース№49（9月 26日号）を発行しました。 

 

特集記事 コロナ禍でも実現「私たちの創業！」 

区内中小企業の取組みをご紹介しています。 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_biznews.html 
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■ [ Zoom開催 ] 無料オンライン講座（従業員向け） 

 「2022年パパリーマンの育業」～笑っている父親になろう～ 

 

この講座では、男性の育児休業取得が企業や家庭にもたらした影響や、楽しみながら 

仕事も家事・育児も行うコツを学びます。 

2021年 6月に育児・介護休業法が改正され、2022年 4月からの段階的施行が始まりました。 

また、東京都から育児休業に変わる新たな愛称として「育業」が発表され、話題になりまし

た。 

講師のご経験や男性の育児休業取得が企業や家庭にもたらした影響をお話しいただきます。 

 

【日時】 10月 5日（水）12：00～14：00 

【講師】 NPO法人ファザーリング・ジャパン代表理事・ファウンダー 安藤 哲也 氏 

【対象】 区内在住・在勤・在学の方で、子育て中または子育て予定のパパ・ママ 

     先着 40名 

【費用】 無料（通信料等は申込者負担） 

【申込み】10月 3日（月）まで ※申込者へ動画サイトの URLを送ります。 

 



詳細・申込みはこちら↓ 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/danjo01_000001_00114.html 

 

[問合せ先] 

新宿区子ども家庭部男女共同参画課 

TEL：03-3341-0801／FAX：03-3341-0740 

Email：danjo-keihatsu@city.shinjuku.lg.jp 
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<３> 東京都中小企業振興公社、その他機関 情報 
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■［ Zoom開催 ］無料 Web セミナー 現場が語る！「印刷業 DX」の実際 

～工程の見える化とデータ活用でミスロスは 70％減らせる！～ 

 

東京都中小企業振興公社では、10月 12日（水）に無料 Webセミナー 

「現場が語る！「印刷業 DX」の実際。」を開催します。 

 

印刷工場の DX に取組み、ミスロスの 70％削減に取り組んでいる事例をご紹介しますので、 

以下のような課題をお持ちの「製造業」および「印刷業」の企業様におすすめです。 

※製造業の方にも参考にして頂ける内容です。 

・製造工程を見える化し工程管理を効率化したい 

・製造データを活用したい 

・ミスロスを減らしたい 

 

【セミナー内容】 

（第 1部)旧態依然としていた印刷工場を変えたい！ 

  講師： 鈴木 理明 氏  (株)厚徳社 代表取締役社長 

 (第 2部)現場担当者が語る！ DXはこう進める。 

  講師： 長田 克之 氏 (株)厚徳社 総務部課長 

      中條 英明 氏 (株)厚徳社 川越工場長 

 (第 3部)印刷業 DX推進の秘訣を専門家が解説 

  講師： 浅井 鉄夫 氏 (株)浅井コンサルティングオフィス代表取締役社長 

【日時・場所】2022年 10 月 12日（水）14:00～16:00 

 ・Web会議室ツール「Zoom」のウェビナー機能を用いて実施いたします。 

（オンラインセミナーのため会場開催なし） 

【定員】100名 ※受講無料 

 



【お申込み・詳細】公社ホームページよりお申込みください。↓ 

https://iot-robot.jp/seminar/digital-20221012/ 

 

［問合せ先］ 

公益財団法人東京都中小企業振興公社 

総合支援部 総合支援課 

電話：03-3251-7917 

MAIL：iot@tokyo-kosha.or.jp 

 

 

■小規模テレワークコーナー設置促進助成金 ＜都内中小企業等が対象＞ 

 ～9月 30日（金）17時 00分まで事前エントリー期間延長！！～ 

 

テレワーカーの強い味方になりませんか？ 

身近な地域でテレワークができる場所が求められています。 

 

都内の飲食店や商業施設等の空き時間や空きスペースを利用して、地域の方が 

テレワークを実施するための、共用型のテレワークコーナーを設置する費用を助成します。 

 

【助成対象事業者】常時雇用する労働者の数が 300人以下の企業（その他要件あり） 

【助成金の上限額】１事業者あたり最大 50万円 

【助成率】    2分の 1 

【助成対象経費】  

 工事請負費（コンセント設置費用等）、 

 消耗品費(机、椅子、パーティーション、モニター、プリンター、Wi－Fiルーター機器等)  

 

【申請の流れ】助成金申請には事前エントリーが必要です。 

①事前エントリー：令和 4年 9月 30日（金）17:00まで 締切間近！！ 

↓ 

※事前エントリーフォームはこちら↓ 

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/entry/index.html 

 

②事業実施：令和 4年 10月 31日（月）までに設置・営業開始 

↓   

③助成金支給申請期限（支給申請書 他 書類提出） 

（郵 送） 令和 4年 12月 26日（月）当日消印有効 

（電子申請）令和 4 年 12 月 26 日（月）23 時 59 分まで（J グランツにて申請されたもの） 

 

事業の詳細はこちら↓ 



https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/syoukibo.html 

 

事業の募集要項はこちら↓ 

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/syoukibo_02.html 

 

［問合せ先］ 

公益財団法人東京しごと財団 

企業支援部 雇用環境整備課 職場環境整備担当係 

TEL：03-5211-1756（平日 9:00～17:00）  

※12:00～13:00、土日・祝日、年末年始を除く 

 

 

■東京都労働局 最低賃金改正のお知らせ（令和 4年 10月 1日から時間額 1,072円） 

 

東京都最低賃金(地域別最低賃金)は令和 4年 10月 1日から、時間額 1,072円に改正されま

す。 

・都内で労働者を使用するすべての事業場および同事業場で働くすべての労働者 

（都内の事業場に派遣中の労働者を含む）に適用されます。 

 

東京労働局 東京都最低賃金のお知らせ チラシはこちら↓ 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001238690.pdf 

 

・最低賃金の引き上げに向けた環境整備のための支援策として 

 業務改善助成金等各種助成金制度を設けています。 

 

業務改善助成金（通常）チラシはこちら↓ 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001238691.pdf 

 

業務改善助成金（特例）チラシはこちら↓ 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001238694.pdf 

 

無料相談窓口：東京働き方改革推進支援センター チラシはこちら↓ 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001238695.pdf 

 

[問合せ先：東京都最低賃金について]  

東京労働局 労働基準部賃金課  TEL：03-3512-1614(直通) 

東京働き方改革推進支援センター TEL：0120-232-865 

[問合せ先：業務改善助成金について] 

令和 4年度業務改善助成金コールセンターTEL：0120-366-440 



東京働き方改革推進支援センター    TEL：0120-232-865 

東京労働局 雇用環境・均等部企画課 TEL：03-6893-1100(直通) 

 

 

■令和 4年度 働くあなたと中小企業経営者のための支援ガイドの発行について 

 

産業労働局では、働く方が気軽に相談できる窓口の設置や技能・技術の習得支援、 

中小企業の経営・技術に関する相談窓口の設置、各種融資・助成制度を用意するなど、 

働く人や中小企業経営者向けに様々なサポートを行っています。 

この「支援ガイド」は、産業労働局のサポート内容を 

（1）はたらくあなたへ 

（2）就職・転職したいあなたへ 

（3）中小企業経営者の方へ 

（4）創業・起業をしたいあなたへ 

の 4つの項目に分類し掲載しています。ご利用目的にあったサポート内容に 

早くたどり着けるよう、困ったときの"便利帳"としてご活用ください。 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/topics/guide/index.html 

 

[問合せ先]  

東京都 産業労働局 総務部総務課 

TEL：03-5320-4862 
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<４>国、東京都の新型コロナウイルス感染症関連情報 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

 

■厚生労働省 雇用調整助成金 9月 30日までの特例処置について 

 

令和 4年 9月 30日まで新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例を実施しています。 

 

詳しくはこちら↓ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pag

eL07.html 

 

[問合せ先] 

雇用調整助成金 産業雇用安定助成金コールセンター   



TEL:0120-603-999  受付時間 9:00～21:00（土日・祝日含む） 

 

都道府県労働局・公共職業安定所（ハローワーク） 

 

 

■経済産業省 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 

 

 

■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/ 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

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 4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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

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。 

 

■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 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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