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■新宿産業観光フェア 2022「しんじゅく逸品マルシェ」を開催します！ 

 ～新宿がもっと愛しい街になる 2日間～ 

 

11月 11日（金）、12日（土）に新宿駅西口広場イベントコーナーにて、 

「しんじゅく逸品マルシェ」を 3年ぶりに開催します。 

区内企業等の自慢の逸品を販売するほか、区内観光スポットの紹介や 

地場産業、新宿ものづくりマイスターを PRします。 

お買い上げ 2,000円ごとに賞品が当たる抽選会も実施します。 

是非、当日会場へ足をお運びください。 

 

【日時】11月 11日(金) 11:00～20:00、11月 12日(土) 9:00～16:00 

【会場】新宿駅西口広場イベントコーナー（新宿区西新宿 1丁目 西口地下街 1号） 

【主催】新宿区・（一社）新宿観光振興協会 

【内容】物販コーナー、観光 PRコーナー、地場産業紹介コーナー、 

    新宿ものづくりマイスター「技の名匠」紹介コーナー 

 

詳細はこちら↓ 

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

 

 

■創業前後の方向け「新宿ビジネス交流会」参加者募集(無料)10月 16日締切！！ 

 

「新規事業開発」をテーマとした講演と名刺交換会を通じて、創業前後の様々な 

業種の方と交流し、新たな事業連携のきっかけづくりに繋げませんか。 

 

【日時】令和 4年 10月 20 日（木）午後 3時～午後 5 時 

【会場】BIZ新宿 1階多目的ホール（新宿区西新宿 6-8-2） 

【対象】創業を予定している方、創業間もない方等 50名(先着順) 

【内容】 

 ・基調講演（40分）「100 年経営に学ぶ、新規事業開発の秘訣」 

   講師：藤村雄志 氏（一財）100年経営研究機構 専務理事 

 ・グループ討議（15分ｘ2回） 

 ・名刺交換会（40分） 

【参加申込】 

 申込期限 令和 4年 10月 16日（日）23:59まで 

 区公式サイト（ビジネス交流会）を経由してお申し込みください。 

 

申込・注意事項など詳細はこちら【 区公式サイト（ビジネス交流会）】↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_002139.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】10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:03-3344-0701 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00032.html 
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■【オンライン開催】ワーク・ライフ・バランス セミナー 

「組織の中のストレスマネジメント～ストレスに強い職場づくり～」 

 

時代の変化がめまぐるしい中、従業員が処理すべき情報量は増え続けています。 

さらに、コロナ禍によるコミュニケーションの変化も起こりました。こうした要因が重なり、 

職場で働く従業員には多くのストレスがかかっています。 

今回のセミナーでは、ストレスに強くなるための職場づくりやうつ病の予防の方法につい

て学ぶセミナー動画（約 60分）を配信します。 

※申込者へ動画サイトの URLを送ります。 

【公開期間】10月 21日（金）から 11月 3日（木）まで 

【講師】  高原 恵子 / コミュニケーション心理学研究所 代表 

【対象】  区内企業の経営者・人事担当者・従業員ほか 

【費用】  無料（通信料等は申込者負担） 

【申込】  Webもしくは FAXで受付中 

 

お申込みはこちら↓ 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/danjo01_002224_11_00011.html 

 

■ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度のご案内 

 

新宿区では、ワーク・ライフ・バランスの実現に取り組む企業に対して、推進企業の認定を



行っています。 

申請すると、支援を行うコンサルタント（アドバイザー）の無料派遣や、 

中小企業向け融資のあっせんを受けられます。 

また特に取り組みが進んでいる企業には表彰も行います。 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/file08_00001.html 

 

■男性の育児・介護サポート企業奨励金のご案内 

 

男性従業員が①育児・介護休業または②育児・介護短時間勤務制度を取得した企業に 

奨励金（最大で 90万円）を支給します。 

 

詳細はこちら↓ 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/file12_00011.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 産業労働局、中小企業振興公社 情報 
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■東京都産業労働局 テレワーク導入セミナー（経理業務編）のご案内 

     

東京都では、都内中堅・中小企業等を対象に、経験豊富なＩＴや労務管理等の専門家が 

丁寧にご希望を伺い、最大 12回、無料でテレワーク導入に向けた規定整備や機器ツール 

の選定などについての助言を行っています。 

このたび経理業務におけるテレワークの導入ポイントや企業事例について解説する 

セミナーを開催します。この機会に是非ご参加ください！ 

 

【開催日時】10月 19日(水）15：00～16：00 

【テーマ】紙だらけの働き方を脱出！経理業務からテレワークを始めよう 

【会 場】東京テレワーク推進センター セミナールーム ※オンラインでの視聴可 

     （文京区後楽 2-3-28 K.I.S飯田橋ビル 6 階） 

【参加費】無料        



 

【詳細・お申込み】テレワーク導入ハンズオンコンサルティング HPはこちら↓ 

https://www.hands-on.metro.tokyo.lg.jp/ 

 

※テレワーク導入ハンズオン支援コンサルティング事業説明会も開催 

【開催方法】オンライン（要予約） 

【開催日時】各回とも同じ内容です。ご都合の良い日時でお申込みください。 

 10月 27日（木）14：00～14:30、 

 11月 8日（火）18：00～18：30 

 11月 24日（木）14：00～14：30 

【開催方法】オンライン（要予約） 

 

事業説明会の詳細・お申込みはこちら↓ 

https://www.hands-on.metro.tokyo.lg.jp/briefing/ 

 

［問合せ先］ 

テレワーク導入ハンズオン支援コンサルティング事務局 

TEL：03-6734-1222（平日 9時～17時） 

 

 

■東京都中小企業振興公社「価格交渉支援」セミナーをオンライン開催します 

 

本セミナーでは、取引価格を見直して適切に価格転嫁するために 

必要な準備やノウハウについて、価格交渉に精通した講師が具体的に解説します。 

価格交渉にお悩みの方は是非ご参加ください！ 

 

【対象】受発注取引における各種業務に携わる方、ほか企業経営者や管理担当者の方 

 ※親事業者（発注側）、下請事業者（受注側）いずれの方もご参加いただけます。 

【開催日時】 第 1回、第 2回とも同一内容となります。 

第 1回 10月 28日（金） 14：00～15：30 

第 2回 11月 28日（月） 14：00～15：30 

【参加費】無料  

【募集人員】2回とも 先着 40名 

【開催方法】Webセミナー「Zoom」を使用（事前登録制） 

 ※受講方法等は別途お申込み者様へご案内致します 

 ※PCやタブレットなどの端末と、インターネット環境、メールアドレスが必要です 

 

詳細・お申込みはこちら↓ 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2210/0013.html  



 [問合せ先] 

公益財団法人東京都中小企業振興公社 総合支援課 

TEL：03-5211-7881（平日 9時～17時） 

※12時～13時、土日・祝日、年末年始を除く 
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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 
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■厚生労働省 雇用調整助成金 11月 30日までの特例処置について 

 

令和 4年 11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/ 
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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 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 
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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。 

 

■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 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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