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■SHINJUKU DREAM ACTIVATION Ⅴ 

－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：新宿区内で新事業の立ち上げを目指す、以下のいずれかの要件を満たす方 

・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 4年 9月 4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 4日(月)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 3日(日)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=1654651377190 

 

 

■2022 新宿応援セール」のご案内 

「がんばろう！新宿応援キャンペーン」 

 

参加店で買い物やサービスを利用すると、500円ごとにもらえるスピードくじで金券が当た

るチャンス！ 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1654651377190


総額 6,000万円が当たる(金券 1,000円：8,000本、500 円：24,000本、100円：400,000本） 

【抽選券配布期間】6月 20 日(月)～7月 20日(水) 

【当たり券利用期間】6月 20日(月)～7月 31日(日) 

【参加店】区内商店街の小売店、飲食店など約 2,400 店 

「新宿応援セール」のポスターが掲出されます 

 

参加店で商品購入やサービスの利用 

⇒500円ごとに抽選券(スピードくじ方式)を 1枚配布 

⇒1000円、500円、100円の当たり券が出たら同額の金券として参加店で利用できます！ 

 

はずれ券 5枚を集めて応募すると抽選で 2,000名にオリジナルエコバッグをプレゼント 

 

詳細はこちら↓新宿区商店会連合会公式ホームページ「新宿ルーペ」 

https://shinjuku-loupe.info 

 

[問合せ先] 

新宿区商店会連合会事務局 TEL: 03-3344-3130  

産業振興課産業振興係 新宿応援セール担当 TEL: 03-3344-0701  

 

 

■新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・個人事業主への支援について 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者・個人事業主への 

補助金・給付金等の支援策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 

 

・新型コロナウイルス対応支援一覧（令和 4年 6月 1 日時点） 

【融資・相談支援編】はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000318193.pdf 

 

【給付金・補助金編】はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000318192.pdf 

 

※各施策の最新の情報については、必ずリンク先の実施機関ホームページ等でご確認くだ

さい。 
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<２> 東京都中小企業振興公社  その他機関情報 
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■令和 4年度 テナントビル等安全対策強化支援事業 

～高性能型消火器の追加設置を助成します！～ 

 

火災の初期対応を着実に実施するための高性能な消火器の導入に係る経費の 

一部を助成することで、安心して事業を運営できる環境の整備を支援します。 

 

【助成対象経費】消火器に「高性能型」と表記された消火器の導入経費 

        ※標準的な性能の消火器は対象外 

【助成額】消火器 1台あたり上限 2万円×5点まで （1事業者あたり最大 10万円まで） 

【助成率】助成対象経費の 3分の 2以内 

【対象期間】令和 4年 4月 1日（金）～令和 5年 3月 31日（金） 

【対象者】都内中小企業者（法人・個人事業主）、NPO 法人、一般財団法人等 

 

詳細はこちら↓ 

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

 

[問合せ先]  

（公財）東京都中小企業振興公社 助成課   

TEL: 03-3251-7924 

 

 

■令和 4年度第 1回 事業承継支援助成金のご案内 

 

今後事業承継を行う予定の企業や承継前後のステージにある企業による 

事業承継に関する取組に要する経費の一部を助成しています。 

今年度より、助成対象経費及び申請対象を一部拡充しました。 

 

【助成対象事業】    

・Aタイプ（後継者未定）第三者への事業承継（M&A等）に向けた取組 

・Bタイプ（後継者決定）事業承継に向けた取組利用や研修の業務委託経費等 

・Cタイプ（企業継続支援）事業承継・経営改善等の取組 

・Dタイプ（譲受支援）取引先の事業譲受等に向けた取組 

 

【助成対象期間】交付決定日から 8か月以内 

【助 成 率】 3分の 2以内 

【助成限度額】 200万円（申請下限額 20万円） 

【申請エントリー期間】  



 第 1回 令和 4年 6月 8日（水曜日）～7月 15日（金曜日） 

 第 2回 令和 4年 11月～12月（予定）詳細は 11月に公社ＨＰに掲載予定 

※申請にあたり事前に申請エントリー（予約）が必要です。 

 

※申請方法・申請要件・対象経費等 詳細はこちら↓ 

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

 

[問合せ先] 

（公財）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 

 

 

■中小企業退職金共済制度（中退共制度）のご案内 

～従業員の確かな安心のために備えよう～ 

 

「中退共」は中小企業のための国の退職金制度です。 

 

①国からの掛金助成（一部対象外あり） 

 新規加入助成、月額変更助成（増額分の 1/3を 1年間) 

 

②外部積立型で管理が簡単 

 口座振替で手間がかかりません。 

  従業員ごとの納付状況や退職金資産額を事業主にお知らせします。 

 

③掛金は全額非課税 

 法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税。 

 

④掛金月額の選択 

 掛金月額は加入後いつでも増額できます。減額は一定要件のもとで可能。  

 

⑤通算制度でまとまった退職金 

 一定の要件を満たしていれば通算ができます。 

 

⑥退職金は直接従業員へ 

 退職金は中退共本部から直接、従業員の預金口座に振り込みます。 

 

詳しくはこちら↓（中小企業退職金共済事業本部 トップページ） 

https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/ 

 



[問合せ先] 

独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 

TEL：03-6907-1234（受付時間 平日 午前 9:00～午後 5:15） 

東京都豊島区東池袋 1‐24－1（窓口受付時間 平日 午前 9:00～午後 5:00） 
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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 
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■経済産業省 事業復活支援金（締切間近 6月 17日） 

 

申請期限は 6月 17日（金）までです。 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/extend.pdf 

 

差額給付の申請の受付を 6月 1日（水）から 6月 30日（木）まで実施しています。 

 

詳細はこちら↓ 

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520.html 

 

[問合せ先] 事業復活支援金事務局 相談窓口 

【申請者専用】 

TEL：0120-789-140（携帯電話からもつながります） 

IP 電話等からのお問合せ先：03-6834-7593（通話料がかかります） 

※受付時間 8時 30分～19時 00分（土日、祝日含む全日対応） 

 

 

■経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連の支援策（令和 4年 6月 13日更新） 

 

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。 
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