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<１> 産業振興課インフォメーション 
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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 

 

 

■新宿区商店会連合会「わくわく得する新宿レシートキャンペーン」のお知らせ  

 

新宿区商店会連合会では、新型コロナの影響を受けている商店街の消費拡大と 

活性化のため、「わくわく得する新宿レシートキャンペーン」を実施しています。 

 

【実施内容】 

参加店でのお買い上げ金額 1,000円分のレシート（2 枚まで合算可）を、ＷＥＢ又は 

応募専用はがきで送るだけで豪華賞品が 500名様に当たる キャンペーンです。 

【応募期間】 

令和 4年 11月 1日（火）～11月 30日（水） 

【賞品一覧】 

 ＜特賞＞ 

 小田急ホテルセンチュリータワー ペアディナーお食事券 5名 

  新宿高野マスクメロン 5名 

  全国百貨店共通商品券 2万円分 20名 

 ＜特賞以外の賞品＞ 

  全国百貨店共通商品券 1万円分 100名 



  図書カード 3,000円分 30名 

  銘菓セット 25名 

  その他 315名 

【賞品の発送】 

・ＷＥＢで応募の当選者へは、12月中旬以降に当選通知メールを送信します。 

 必要事項を入力の上、返信してください。賞品は令和 5年 1月中旬から発送します。 

・応募専用はがきで応募の当選者へは、賞品の発送をもってかえさせていただきます。 

【参加店】 

区内、約 550店で実施。参加店にはポスターが貼ってあります。 

また、特設サイトに参加店を掲載しています。 

 

詳細はこちら↓（わくわく得する新宿レシートキャンペーン特設サイト） 

https://www.shinjuku-receipt.com 

 

 [問合せ先] 

新宿区商店会連合会事務局 

TEL：03-3344-3130 

 

 

■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】11月 16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 

 

 

■「新宿区商店街空き店舗検索サイト」をご活用ください！ 

 

民間の賃貸物件情報サイトと連携をして、新宿区内商店街エリアにある店舗・ 

事務所用空き物件情報を提供するサイトを公開しています。 

また、空き店舗を活用した創業者に対する融資制度もあります。 

 



詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_002146.html 
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<２> 新宿区からのお知らせ  総合政策部行政管理課より 
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■新宿区公民連携・民間提案フォーラム  

 ～民間のアイデアがしんじゅくを動かす～ の開催について 

 

新宿区では、令和 4年度より新宿区民間提案制度を開始しました。本制度により、 

幅広い分野で民間のノウハウを活かした事業提案を募集し、公民連携による行政 

サービスの提供につなげていきたいと考えています。 

今回のフォーラムを通して、今後の新宿区の民間提案制度のあり方をさぐります。 

 

【日時】令和 4年 12月 16 日（金）14:00～17:00（開場 13:30） 

【会場】新宿区立角筈区民ホール（新宿区西新宿 4-33-7） 

【内容】 

・新宿区民間提案制度の紹介 

・基調講演 「新宿の課題を解決できるか －民間提案への期待－」 

   根本祐二氏／東洋大学大学院経済学研究科公民連携専攻 教授 

・パネルディスカッション 「新宿区らしい民間提案制度の確立に向けて」 

   パネリスト：齋藤香里氏／千葉商科大学商経学部 教授、東村山市職員、新宿区職員 

  コーディネーター：根本祐二氏／東洋大学大学院経済学研究科公民連携専攻 教授 

・質疑応答 

【費用】無料 

【対象】民間事業者やＮＰＯ法人、任意団体等のほか、民間提案制度に興味のある方 

   ※団体等の場合、原則として 1団体につき 1名までの参加とします。 

【申込方法】東京共同電子申請・届出サービスによるお申し込みはこちら↓ 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1666054503755 

【申込期間】令和 4年 10月 27日（木）～12月 9日（金）まで（先着 100名） 

 

フォーラムの詳細（ホームページ）はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/gyosei01_000001_00046.html 

 

[問合せ先] 

新宿区民間提案制度相談窓口（新宿区総合政策部行政管理課） 

〒160－8484 新宿区歌舞伎町１－４－１新宿区役所本庁舎 3階 



TEL：03-5273-4245 

Mail：minkanteian@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(建設業・介護福祉業編)＆個別相談会のご案内 

     

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助言を行う 

「テレワーク導入ハンズオン支援コンサルティング」を実施しています。 

このたび、建設業、介護福祉業の業界の様々なテレワーク導入事例の紹介とあわ 

せて、業界に合わせた柔軟な働き方の導入方法についてお話しします。この機会に 

是非ご参加ください！ 

 

【開催日時】11月 8日(火）15：00～16：00 

【テーマ】我が社もできた！デジタル化によるテレワークの業界別導入事例 

【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/seminar/ 

 

※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しています。 

【開催日時】11/8（火）18：00～18：30、11/24（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 （東京都知的財産総合センター） 

  東京都中小企業知的財産シンポジウムのご案内 



契約力で切り拓くオープンイノベーション ～技術契約で築く共生＆共創への道～ 

【主催】東京都・公益財団法人東京都中小企業振興公社（東京都知的財産総合センター） 

 

本シンポジウムでは、中小企業やスタートアップ企業がオープンイノベーションの 

実現に向けて大手企業や大学と結ぶ技術契約の考え方について、企業事例も交えながら 

ご紹介します。 

【基調講演】 

 公正な取引のための契約のポイント～スタートアップに関する実態調査と指針より～ 

【パネルディスカッション】 

 大企業・大学と win-win な関係を築くための知財・技術契約交渉 

【開催日時】令和 4年 12月 6日（火）13:00～16:00 

【参加費】 無料（事前登録制） 

【参加方法】来場参加またはライブ配信視聴の選択ができます 

 ・来場参加：イイノホール(千代田区内幸町 2-1-1飯野ビルディング 4階) 

 ・ライブ配信視聴：お申し込み後、視聴用 URLをお送りします 

【詳細・WEBお申込み】シンポジウム公式 WEBサイトはこちら↓ 

https://www.chizaisympo-tokyo2022.jp/ 

【FAXお申込み】FAX：03-5644-7228 

  

[問合せ先] 

東京都中小企業知的財産シンポジウム事務局 

TEL：03-5644-7499 
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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 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 

 

令和 4年 12月～令和 5年 3月の具体的な助成内容はこちら↓ 

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/001006066.pdf 

 

[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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