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<１> 産業振興課インフォメーション 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

 

■商工業緊急資金(特例) 制度拡充します! (令和 4年 8月 1日より) 

 

新型コロナウイルス感染症及びウクライナ情勢や原油・原材料価格高騰等により 

事業活動の影響を受ける区内中小企業を支援するために、8月 1日から制度拡充します。 

 

実施期間：令和 4年 8月 1日～令和 5年 3月 31日 

貸付限度額：1,000万円→2,000万円 

貸付期間：7年以内→10年以内（据置 12か月以内→24か月以内） 

年利、保証料：区が全額補助 

 

申込方法等の詳細チラシはこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000341596.pdf 

 

※7月 31日までの面談分につきましては従来の条件でのあっせんとなります。 

拡充後の条件をご希望の場合は、8月 1日以降の面談日でご予約ください。 

（面談のご予約は既に受付開始しております。） 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00011.html 

 

 

■「がんばろう！新宿応援キャンペーン」 

  キャッシュレス決済ポイント、プレミアム付商品券 取扱店募集のご案内 

 

新宿区では、キャッシュレス決済によるポイント還元事業、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。 

 

●キャッシュレス決済によるポイント還元事業 (最大 5億円還元：還元率 25％) 

【実施期間】 

 令和 4年 9月 1日(木)～令和 4年 9月 30日(金) 

 ※本キャンペーンは期間中に還元額が上限に達し次第、早期に終了する場合があります。 

【登録対象店舗】 

 中小企業・個人事業主（大企業、大手チェーン、コンビニエンスストア等は対象外） 

【取扱店登録について】 



 各キャッシュレス事業者の登録・契約は下記窓口へお問合せをお願いします。 

② auPAY    TEL:0120-977-352 

③ d払い  TEL:0120-114-331 

④ PAYPAY  TEL:0120-990-640 

⑤ 楽天ペイ TEL:0570-200-234 

【登録締切】 

 各キャッシュレス事業者との契約は随時可能ですが、契約等の詳細は各事業者にご確認

ください。 

詳細はこちら↓ 

https://shinjuku-ouen-campaign.com 

 

●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】 

・第一次締切（取扱冊子掲載)： 7月 31日(日)までオンラインにて登録完了 

・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 

 

【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  

 

 

■「2022 新宿応援セール」 

「がんばろう！新宿応援キャンペーン」スピードくじ配布は 7月 20日(水)まで 

 

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！ 

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） 

tel:0120-977-352
tel:0120-990-640
tel:0570-200-234


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！ 

 

【抽選券配布期間】7月 20 日(水)まで（抽選券は無くなり次第、配布終了） 

【当たりくじ利用期間】7 月 31日(日)まで 

【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 

 

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 

 

 

■SHINJUKU DREAM ACTIVATION Ⅴ 

【U35新宿ビジネスプランコンテスト】エントリー受付中です。 

 

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 

 

 

■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】7月 20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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<２> 新宿区からのお知らせ 子ども家庭部男女共同参画課より 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

 

■【オンライン開催】ワーク・ライフ・バランス セミナー 

「改正育児・介護休業法のポイントと企業の対応」 

～育児休業の分割取得・産後パパ育休、対応できますか？～ 

 

改正育児・介護休業法により、男性従業員からの育児休業の申出が増えることが予想されま

す。育児休業の柔軟な取り方や産後パパ育休について正しく理解し、10 月施行に向けて準

備を進めることを目的としたセミナーです。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】 7月 15日（金）から 7月 28日（木）まで 

【講師】   新田 香織 / 特定社会保険労務士 

【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） 

【申込み】  Webもしくは FAXで受付中 

 

申し込みはこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/danjo01_002224_11_00008.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↓ 

https://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> 東京都中小企業振興公社  その他機関情報 
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■小規模テレワークコーナー設置促進助成金 

 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活用して、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） 

【申請の流れ】 

・事前エントリー：令和 4年 8月 31日（水）17時 00分受付分まで 

 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 



・助成事業の実施：事前エントリーの日～令和 4年 10月 31日（月）までに 

         テレワークコーナー設置・営業開始 

・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 

   

事業の詳細はこちら↓ 

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

 

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時～17時） 

※12時～13時、土日・祝日、年末年始を除く 

 

 

■産業交流展 2022 出展者募集のご案内（7月 22日申込締切）  

 

産業交流展 2022実行委員会では、中小企業による国内最大級のトレードショー 

「産業交流展 2022」の出展者を募集しております。 

 

【オンライン展示会 会期】10月 12日（水）～11月 4 日（金） 

【リアル展示会 会期】10 月 19日（水）～10月 21日（金）東京ビッグサイト南展示棟 

 

・記者の出店効果を最大化する、選べる 2種類の出展方法 

  ①ハイブリッド出展（リアル＋オンライン）、②オンライン限定出展 

・出展しやすい出展料 

・多妻の講師陣によるスキルアップ口座の公開 

・QRコードを活用した来場者情報の一元管理をサポート 

・特別商談会で販路拡大を支援  

 

詳細はこちら↓ 

https://www.sangyo-koryuten.tokyo/  

 

[問合せ先] 

産業交流展 2022運営事務局  



TEL：03-6811-6218 
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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 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

 

■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 27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（令和 4年 7月 1日更新） 

 

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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