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■SHINJUKU DREAM ACTIVATION Ⅳ 

－U35新宿ビジネスプランコンテスト－ エントリー受付を開始します。 

 

新宿区は東京商工会議所新宿支部と共催で、区内で新事業の立ち上げを目指す若年層を 

応援するため「新宿ビジネスプランコンテスト」を開催します。優れたビジネススプランを

表彰するとともに、事業化に向けたフォローアップ等の支援を行います。 

 

対象者：35歳以下で区内に在住・在学・在勤していること 

    創業後 3年以内の区内中小企業者で代表者が 35歳以下であること 

表彰：最優秀賞(賞金 50万円) 、優秀賞(賞金 20万円) 、評価委員特別賞(賞金 10 万円) 

応募締切：令和 3年 9月 5日(日)まで 

 

新宿ビジネスプランコンテスト公式ホームページからご応募ください。 

https://shinjuku-sda.com 

 

また、コンテスト開催にあたり、7月 9日(金)18：30から、東京理科大学と共催でオンライ

ンセミナー（Zoom）を開催します。新宿ビジネスプランコンテストへの申し込みを検討して

いる方、これから起業を考えている方はぜひご参加ください。 

 

【講師】南 良平 氏 ／株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ インベストメン

ト・プロフェッショナル 

【内容】『起業のススメ』(スタートアップを取り巻く環境等について講演) 

 

詳細は、新宿区公式ホームページ内の同セミナー案内ページをご参照ください。↓ 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_002188.html 

 

【申込】7月８日(木)までに、以下の申込フォーム URLからお申し込みください↓ 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1616290357530 

 

 

■新宿区産業振興会議 区民委員・事業者委員 募集中！！ 

～新宿区の産業を一緒に考えてみませんか？～ 

 

区では、区長の附属機関として「新宿区産業振興会議」を設置し、「活力ある産業が芽吹く

まち」を実現するために、区の産業振興に関する基本的事項について調査・審議しています。 

この会議に参加する区民委員・事業者委員を募集していますので、ぜひご応募ください。 

 



【対象】①区民委員 1名 区内在住・在勤・在学、または区内で活動をする方 

    ②事業者委員 2名 区内で事業を営む方 

   ※①②ともに令和 3年 6月 1日現在 20歳以上の方 

【募集期間】令和 3年 6月 24日（木）まで 

 

詳細はこちら↓ 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00038.html 

 

 

■新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援について 

 

区、東京都、国が実施する新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援情報についてご

案内しています。 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00005.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】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 3階研修室 C（西新宿 6-8-2） 

【予約】電話にて受付 産業振興課 TEL:3344-0701 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00032.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

<２>東京都中小企業振興公社 その他機関 情報 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

 

■令和 3年度 第 1回事業承継支援助成金のご案内 

 

事業承継、経営改善を実施する過程において活用する外部専門家等に委託して行う取組に



対し、その経費の一部を助成することにより、都内中小企業の持続的な成長・発展に向けた

新たな事業展開に寄与し、もって円滑な事業承継、経営改善につなげていくことを目的とす

る事業です。 

 

【申請エントリー期間】 

第 1回 令和 3年 6月 8日(火)から 7月 16日（金） 

第 2回 令和 3年 11月から 12月(予定) 東京都中小企業振興公社 HPに掲載予定 

 

チラシはこちら↓ 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/rmepal000000emfd-

att/r3_shoukei_print.pdf 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shoukei.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 事業承継・再生支援事業担当 

TEL：03-3251-7885 

Mail：shoukei@tokyo-kosha.or.jp 

 

■令和 3年度 第 1回戦略的事業承継セミナー 

「非常事態に負けない！強い企業の事業承継とは」 

 

本セミナーでは、昨今の情勢を踏まえた事業承継の基本知識及び経営改善をテーマとし、 

最新の事例等を分かりやすく説明します。 

【日 時】 2021年 7月 13日（火）14：00～16：00  

【開催形式】 Zoomウェビナーによるオンラインセミナー 

【受講料】 無料  

【定 員】 70名 ※原則 1社 1名様 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2104/0014.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：03-3251-7885 

 

 

■InstagramアカデミーTOKYO（東京都後援）のご案内（事前登録不要） 



 

Facebook Japanは、中小ビジネス向けのオンラインセミナー 

「Instagram アカデミー TOKYO」を東京都の後援のもと開催します。 

Instagram活用による顧客と「つながる」方法に加えて、広告を活用して顧客を 

「広げる」方法や「魅せる」クリエイティブ等、顧客獲得のノウハウが詰まった 120分です。 

 

【日 時】 2021年 6月 17日（木）14：00～  

【受講料】 無料 事前収録された内容です。 

 

詳細はこちら↓ 

https://igatokyo.splashthat.com/ 

【申込先】 https://clk.nxlk.jp/OZrJTGJB   

 

 

■東京 2020 オリンピック聖火リレー 交通規制のお知らせ 

 

令和 3年 7月 23日（金・祝）に新宿区内でオリンピック聖火リレーが行われます。 

当日は、走行ルート及びルート直近の道路で、長時間にわたり車両の通行が禁止されます。 

ルート周辺道路は混雑しますので、車でのお出かけはご遠慮ください。 

ご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

走行ルート等の詳細はこちら↓ 

https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/special/enjoy/torch/olympic-day15-

shinjuku/#traffic 

 

[問合せ先] 

東京都聖火リレー実行委員会事務局 

TEL：03-6732-8484 
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■経済産業省の支援策 

 

新型コロナウイルス（COVID-19）による企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策

をご案内します。 

 

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 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、同措置が実施された月の売上が前年又は前々

年の同月と比較して 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。上限額：中小法人 20万円、個人事業者等 10万円） 

 

【申請期間】 

4 月分/5 月分：6月 16日～8月 15日 

6 月分：7月 1日～8月 31 日 

 

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 

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 

 

 

■東京都 中小企業者等月次支援給付金 

 

本年 4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業 

又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等を対象に、 

国の月次支援金に対して支給金額を加算（上乗せ）するとともに、 

国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大（横出し）して、都独自に給付します。 

 

【給付対象者】 

・都内に本社・本店のある中小企業等及び都内に住所のある個人事業者等 

・都内に本社・本店のある酒類販売事業者 

 

【給付額】 

・月ごとに売上高の減少額に応じて給付額を決定(定額給付ではありません) 

 

【給付要件】（以下のいずれも満たす必要があります） 

（１）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・時短営業又は外出自粛

等の影響を受けていること 

（２）【上乗せ】2021 年の対象月の売上が 2019 年又は 2020 年の同じ月と比べて 50％以上



減少していること 

   【横出し】2021年の対象月の売上が 2019年又は 2020年の同じ月と比べて 30％以上 

50％未満減少していること 

 

※7月上旬に開設予定のポータルサイトにおいて、申請受付期間や申請方法等についてお知

らせいたします。 

 

詳細はこちら↓  

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/getsuji/ 

 

 

■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」を新たに発行しました。 

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 
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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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