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　新型コロナウイルス感染症により事業に影響を受けた区内中小事業者が、その危機を乗り越

えるためもしくは対策を図るために前向きな投資を行いながら販路拡大に取り組む経費の一部

を助成します。

対  象  経  費　機械装置等、広告費、展示会出展費、委託費、外注費等

　　　　　　※原則、令和２年４月１日～令和３年１月３１日までに支払ったものが対象になります。

申  請  資  格　区内で事業を営む中小事業者

取り組み例　①新商品の提供や生産拡大のため、製造機械を導入したい。②インバウンド対応のため、外国語版ウェブサイトを導

入したい。③自社商品の販路拡大のため、展示会に出展したい。④飛沫感染予防のために、ソーシャルディスタンス

や３密を考慮した店舗改装を行いたい。

助　成　額　最大２０万円

　　　　　　※助成金交付は審査の上、決定します。 

（ただし、新型コロナウイルスの影響で令和２年２月から７月までのいずれかの月の売上が前年同時期に比べて１５％

以上減少した場合は加点があります。）

助　成　率　対象経費の４／５

募  集  期  間　７月１日（水）～８月３１日（月）午後５時必着

　　　　　　詳細は品川区中小企業支援サイトをご覧ください。

　　　　　　（https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/coronajosei/2024.html）

　品川区商店街振興組合連合会より、プレミアムのついた区内共通商品券を発行します。

　今年度は、新型コロナウイルス感染症により、売り上げが減少した区内商店街の景気対策のため、通常より発行総額を増額し、

８億円（額面総額１０億４０００万円分） を事前申込制で販売します。

プレミアム率　３０％

発  行  総  額　８億円（額面総額１０億４０００万円）

販  売  単  位　１冊５，０００円

　　　　　　　＊５００円券１３枚つづり、６，５００円分

　　　　　　　＊１人１０冊（５万円）まで申込可能

　　　　　　　全ての申込者に購入頂けるよう計画しております。購入希望総数が販売総数を超えた

場合は、購入希望数が多い方の購入数を減らして販売します。

購入できる方　区内在住、在勤を問わずどなたでも購入できます。

　　　　　　　※商店街や商品券取り扱い商店主が購入することはできません。

申  込  期  間　７月１１日（土）～７月２５日（土）（必着）　インターネットまたは専用申込ハガキで申込み

販  売  期  間　８月１９日（水）～８月３１日（月）

　　　　　　　販売期間終了後、一定数売れ残りがあった場合は、二次販売を行います。販売方法などは、９月２１日号広報しな

がわ、および品川区商店街連合会ホームページなどでお知らせいたします。

　区は３０％のプレミアム分などの経費を助成しています。購入者の使用期限は令和３年１月３１日（日）、お店の方の換金期限は

令和３年２月２６日（金）です。期限切れにご注意ください。
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問い合わせ　品川区商店街連合会　TEL５４９８－５９３１　https://shoren.shinagawa.or.jp

販路拡大支援助成（コロナ特別対応型）

問い合わせ　商業・ものづくり課中小企業支援係　TEL５４９８－６３４０　FAX５４９８－６３３８

３０％の



（2）2020 年（令和2年）7月号 しながわ産業ニュース

内職を出して
みませんか

　区内外の事業所の方から内職を募集しております。家庭でできる簡単な手仕事や組立作業などがありましたら、ぜひご連絡ください。
※急な内職者の紹介要請にはお答えできません。　※作業内容が内職に適しているか、事業所登録の方法など詳細はお電話でお問い合わせください。
問い合わせ　商業・ものづくり課産業活性化担当　TEL ５４９８－６３５２　FAX ５４９８－６３３８

申し込み・問い合わせ　商業・ものづくり課中小企業支援係　TEL ５４９８－６３４０　FAX ５４９８－６３３８

自自動動化化・・ロロボボッットト化化導導入入推推進進事事業業
　省力化を目的とした自動化・ロボット化に要する費用の一部を審査のう
え助成します。

助 成 額　最大１００万円（対象経費の２／３）

申請資格　区内に１年以上主な事業所を置く中小事業者

対象事業　製造工程、サービス提供、事務作業等の一環で一部もしくは全行程に

ついて自動化・ロボット化に係る改善事業等

申請締切　令和３年２月２６日（金）（先着順）

※助成対象企業は、区の審査によって決定します。

助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成金金金金金金金金金金金のののののののののののごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内内おおおおおおおおおおおよよよよよよよよよよよびびびびびびびびびびびおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知らららららららららららせせせせせせせせせせせ

『シルバー派遣』を活用しませんか！
高齢者の人材活用であなたの企業を応援します。

　品川区シルバー人材センターでは、『シルバー派遣』業務を行ってい
ます。これまでの「請負・委任」に加え、お客様からの直接指揮命令の
下で事務補助、保育補助、調理補助、軽作業などの就業ができるように
なります。多彩な職業経験と能力をもつ高齢者が、貴社の業務をお手伝
いします。人員不足等でお悩みでしたら、ぜひお気軽にお問合せくださ
い。保育補助業務・事務補助等現在活躍中！

　　　　　 ◎求人のお申し込みはサポしながわ（中小企業センター１階）へ！

　高年齢者（おおむね５５歳以上）の求人を常時受
け付けております。
　経験豊かな人材や即戦力の人材を紹介します。
　また、数社の企業の参加による「就職面接会」
を年数回、中小企業センター等で開催しています。
　尚、隣には「品川区就業センター」があり、区
とハローワーク品川が一体となって職業相談・職
業紹介等の就業支援を行っております。

　　　　　　　　　面接会日程等詳細についてはお問い合わせください。　　　　　　　　 

問い合わせ　サポしながわ無料職業紹介所 西品川１－２８－３ 中小企業センター１階
　　　　　　TEL ５４９８－６３５７　FAX ５４９８－６３５８

中小企業センター 
品川区役所 

月～金曜日（土、日、祝日を除く） 
午後９時～午後５時 

公園 
下神明駅 

青稜中学 
高等学校 

イトーヨーカドー 
至大森 
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「サポしながわ」は、品川区がバック

アップし、概ね５５歳以上の求職者のた

めの無料職業紹介・相談窓口です。

【お受けできる業務】パソコン入力、経理事務、一般事務、社内メール便、調理補助、
保育補助等

※上記以外にも短期での内容の仕事もご相談下さい。詳しくはホームページをご覧い
ただくか、下記までお問い合わせください。

（公社）品川区シルバー人材センター　本部　住所 品川区北品川３－１１－１６
TEL ３４５０－０７１１　URL https://shinagawa-sjc.com/

就 業
支 援

　消費の活性化、マイナンバーカード普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的に、令和２年９月より
マイナポイント事業が開始されます。
　マイナンバーカードを持っている消費者がマイナポイントを申請すると、最大５千円分のキャッシュレス専用の
ポイントがもらえます。事業者の方はこの機会にぜひキャッシュレス対応をご検討ください！
詳しくはこちら、https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/（総務省ＨＰ）

品川区商業・ものづくり課商店街支援係　TEL 03－5498－6332　FAX 03－3787－7961

キキャャッッシシュュレレスス対対応応必必須須!!!!「「「「「「「「「「「「「「「マママママママママママママママイイイイイイイイイイイイイイイナナナナナナナナナナナナナナナポポポポポポポポポポポポポポポイイイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトト事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業」」」」」」」」」」」」」」」のののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知らららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせ

販路開拓
支援

　区内中小企業の優れた自社技術・製品・サービスのうち、募集テーマ
に該当する製品等について、品川区役所等への試供・導入などを積極的
に行い、販路拡大を応援します。

対 象 者　区内に１年以上主な事業所を置く中小事業者

対象テーマ　以下の要件をすべてみたしていること。

　　　　　①自社で開発した製品・技術・サービスであること

　　　　　②以下のテーマに該当する製品・技術・サービスであること

　　　　　　「新型コロナウイルス感染症に直面する危機を乗り越える取組もし

くは新型コロナウイルス感染症に直面する危機に役立つ製品・技術」

支援内容　①品川区等とのマッチング支援

　　　　　②品川区に導入するため、既存技術・製品をカスタマイズする際の試

作開発経費の助成（限度額５０万円　助成率２／３）

　　　　　③クラウドファンディング手数料の助成（限度額２０万円 助成率２／３）

　　　　　④試供場所の提供支援

募集時期　令和２年５月１８日（月）～令和２年１２月２５日（金）午後５時（※必着）

※支援対象製品は、区の審査によって決定します。

※対象製品について、契約を約束できるものではありません。

社社会会貢貢献献認認定定製製品品

募募集集ののおお知知ららせせ

　書類審査・面接審査により、認定製品を決定します。

　認定された場合には、製品・技術等を広告するための動画作成や販売促進費の助成な

どが受けられます。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、申請期間を延長しました。

申請期間　４月１０日（金）～７月３１日（金）※

申請資格　区内に１年以上主な事業所を置く中小製造業者・情報通

信業者

対象製品　自社で開発した製品・技術で、現在販売しているもの。

令和２年度の認定製品を募集します

新新製製品品・・新新技技術術開開発発促促進進事事業業
（（ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症関関連連製製品品））

　新製品・新技術開発に必要な経費を審査のうえ助成します。
助 成 額　【その他の分野】最大２５０万円（対象経費の２／３）

申請期限　令和２年７月１０日（金）　※午後５時必着

申請資格　区内で１年以上継続して事業を営む計画のある中小製造業事業者

対象事業　次のような新製品・新技術開発で、令和３年３月までに開発が完了する事業

　　　　　①新製品の技術開発

　　　　　②機械器具または装置の高性能化・自動化技術の開発

　　　　　③生産・加工・処理のための新技術の開発など

※令和２年度の経費が対象となります。

※開発経費等を負担しない受託開発は対象外となります。

※申請書類・面接等総合的な審査のうえで、助成企業および助成額を決定します。

後後継継者者塾塾参参加加者者募募集集
日　時　令和２年９月８日から令和２年１２月１５日まで（全８

回）午後６時～９時

場　所　品川産業支援交流施設（北品川５－５－１５）

講　師　事業承継センター㈱　常務取締役　東條　裕一　他

定　員　２０人（先着）

対象者　区内中小企業の後継者または後継者候補者

※詳しくは区ホームページをご覧になるか、下記までお問い

合わせください。

ソソフフトトウウェェアア開開発発促促進進事事業業
　ソフトウェア開発に要する費用の一部を審査のうえ助成します。
助 成 額　最大１００万円（対象経費の２／３）

申請資格　区内で１年以上継続して事業を営む計画のある中小製造事業者・中小情報サービス事業者

対象事業　各種のシステムソフト、アプリケーションソフト、組み込みソフトの開発など（ゲームソフトの

開発は除く）

申請期限　７月３１日（金）　※午後５時必着 　対象事業　令和３年３月までに開発が完了するものに限ります。

※令和２年４月から令和３年３月末までの経費が対象となります。

※開発経費等を負担しない受託開発は対象外となります。

※申請書類・面接等総合的な審査のうえで、助成企業および助成額を決定します。

「「メメーードドイインン品品川川ＰＰＲＲ事事業業」」認認定定製製品品募募集集
～品川発の優れた製品・技術を区がＰＲします～

　メードイン品川ＰＲ事業は、区内中小製造業者・情報通信業者が自社開発した
優れた製品・技術を「メードイン品川」ブランドとして区が認定し、販路開拓等
を支援するとともに、区内事業者の高い技術力を広くＰＲする事業です。
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キャシュレス決済なら をはじめましょう 
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申込開始！ 
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総務省　ＪＰＱＲ普及事業 

　起業して間もない方、自社の経営を発展させたい方、これから起業を考え

ている方を対象にセミナーを開催します。事業成長に必要なノウハウを知り

たい方はぜひご参加ください。

※各セミナーはオンライン開催になります。申込方法など

詳しくは、 品川産業支援交流施設ＳＨＩＰのホームページ

http://www.ship-osaki.jpからご確認いただくか、直接お問

い合わせください。

問い合わせ　品川ビジネスクラブ（TEL 5449－6557　FAX 5449－6558　

　　　　　　　　　　　　　　　　 Email：info@shinagawa-businessclub.jp）

　　　　　　商業・ものづくり課（TEL 5498－6340　FAX 5498－6338）

内　容時　間開催日

本当にわかってますか？「資金繰り」
のこと

18：00～20：00

①７月１５日（水）

今からでも遅くない集客力のあるホー
ムページの作り方

②８月５日（水）

全ての会社が知っておくべき商標権・
著作権

③９月１日（火）
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　なお、「ＪＰＱＲ」を使用す

るにあたり申し込みが必要で

す。すでにＷＥＢで受付を開始

しておりますので、ご興味ある

方は右記ＱＲコードまたはＵＲ

Ｌからお申込みください。

ＪＰＱＲ普及事業コールセンター

TEL ０１２０－２０６－１００

（午前９時～午後６時　土日祝日含む）

　品川区内にある中小企業の経営者・人事担当者などを対象に、外国人採用・受入れに関して

の知識を習得するためのプログラムを提供します。

実施回数　全５回 

※各回の具体的な内容・申込方法などの詳細は、ホームページ（品川区中小企業支

援サイト）、メルマガなどでお知らせします。

日　　時　第１回：７月２９日（水）午後６時～８時３０分

内　　容　これから外国人材の採用を考えている企業の不安や疑問を解消することを目的とし

て開催します。また、新型コロナウイルス感染症下における外国人材との向き合い

方や対応方法についての企業の不安や疑問も解消します。 

※第１回はウェブセミナー型で開催予定です。お申し込み後、視聴用ＵＲＬが記載

されたご案内メールをお送りします。メールアドレスを間違えますとご案内が正し

く送られない場合がありますので、何卒ご注意ください。

対　　象　区内企業の経営者、人事担当者等　　定　　員　２０名（先着順）

申し込み　品川区中小企業支援サイト（https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/） 

内の申込み専用フォームからお申し込みください（先着順、無料）。

外国人採用・定着セミナー

第１回～アフターコロナの外国人雇用の最新情報を知る～

「何も知らない人でもわかる外国人雇用セミナー」

外国人採用・定着セミナー

第１回～アフターコロナの外国人雇用の最新情報を知る～

「何も知らない人でもわかる外国人雇用セミナー」

①ミスト設備設置助成

　微細ミスト設備を設置する際に要する経費の一部を助成します。

対　象　区内で助成対象機器を設置する法人か個人事業主、リース契約における借主

助成額　対象経費の２分の１（上限２５０万円） 

※他の制度と併用する場合は差額の２分の１

申請期限　令和３年３月１９日（金）

②事業所用ＬＥＤ照明設置助成

　区内施工業者を利用して１０万円以上のＬＥＤ照明設置工事をした際の経費の一部を助

成します。

対　象　未使用のＬＥＤを区内の事業所等に設置した中小企業者

助成額　設置費用の１割（上限３０万円）

申請期限　令和３年３月１９日（金）

③低公害車買換え助成

　低公害車への買換えを行った際の利子補給・信用保証料補助を行います。

対　象　区内中小企業者・個人事業者で「東京都環境保全資金」の利子補給金等交付決

定通知を受けた方。

対象車　「東京都環境保全資金」融資対象車

利子補給額　利子と都利子補給金確定額との差額

信用保証料補助額　信用保証料と都信用保証料補助金確定額との差額

申請期限　令和３年３月３１日（水）

④エコアクション２１認証取得助成

　エコアクション２１を認証取得した際の経費の一部を助成します。

対　象　エコアクション２１を初めて認証取得した区内中小企業者

助成額　対象経費の１／２（コンサルタント委託費を要した場合：上限２０万円）

　　　　　　　　　　　　（コンサルタント委託費を要しなかった場合：上限１５万円）

申請期限　令和３年３月１９日（金）

※①～④共通　先着順で助成金の予算がなくなり次第受付終了

申し込み・問い合わせ　品川区環境課環境管理係　TEL 5742－6949

問い合わせ・予約先　商業・ものづくり課中小企業支援係　TEL 5498－6340

場　所相談員時　間曜　日相談内容

区立中小企業
センター

区商工相談員午前９時～午後５時（月）～（金）経営相談

区商工相談員午前９時～午後５時（月）～（金）創業相談

飯野 泰子 弁護士午前１０時～１２時第１・３（火）企業法務相談

工藤 実 弁理士午前１０時～１２時第２・４（金）特許相談

吉岡 義継氏
（元住友商事）

午前９時～午後５時第１～４（水）
海外ビジネス

相談

区商工相談員午前９時～午後５時（月）～（金）発注相談

オオンンラライインン開開催催オンライン開催

相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談業業業業業業業業業業業務務務務務務務務務務務のののののののののののごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内内（（（（（（（（（（（要要要要要要要要要要要予予予予予予予予予予予約約約約約約約約約約約）））））））））））

　国勢調査は日本に住む全ての人と世帯が対象です。５年に一度行う調査で、今回、

大正９年の開始から１００年の節目を迎えます。国が法律に基づき行う最も基本的で重要

な統計調査です。国勢調査から得られる統計は、防災計画の策定や、高齢者福祉施策

など、国や地方公共団体の行政上の施策へ利用されます。また、企業や各種団体にお

ける需要予測や経営管理などを行うための活用など、さまざまな

分野で幅広く活用されています。

　調査書類の配布は９月中旬の予定です。また国勢調査は、パソ

コン、スマートフォンからのインターネット回答、もしくは郵送

にて回答が可能です。国勢調査へのご理解とご協力をよろしくお

願いいたします。

　各企業様におかれましても従業員の方に国勢調査のご周知をお願いいたします。　

連絡先　地域活動課統計係　TEL 5742－6869

今今年年1100月月、、開開始始110000年年をを迎迎ええるる
国国勢勢調調査査がが実実施施さされれまますす

　「ＪＰＱＲ」とは、一般社団法人キャッシュレス推進協議会により策定された
ＱＲコード決済の統一規格です。複数社ある決済ＱＲコードを１枚のＱＲコード
にまとめる（統一化）ことで、１枚のＱＲコード（ＪＰＱＲ）で複数社の決済に
対応できます。

*1 福岡銀行のみ対象　*2 楽天ペイ（アプリ決済） 

*2 *1 

「ＪＰＱＲ」でお申込可能な決済サービス https://jpqr-start.jp



※ 古紙を配合した紙を使用しています。

（4）2020 年（令和2年）7月号 しながわ産業ニュース

中中中中中中中中中中中小小小小小小小小小小小企企企企企企企企企企企業業業業業業業業業業業向向向向向向向向向向向けけけけけけけけけけけ 経経経経経経経経経経経営営営営営営営営営営営相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談・・・・・・・・・・・融融融融融融融融融融融資資資資資資資資資資資あああああああああああっっっっっっっっっっっ旋旋旋旋旋旋旋旋旋旋旋のののののののののののごごごごごごごごごごご相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談
区内中小企業の皆さまが必要な事業資金を低利で借り受けられるよう取扱金融機関に対し、区があっ旋をする制度です。

【拡充】緊急資金・経営変化対策資金２０２０
対象拡充　�創業後１年未満の方もご利用いただけるようになりました。　　�売上の状況にかかわらずご利用いただけるようになりました。

返済期間信用保証料補助あっ旋限度額利　率資　金

１０年以内（うち据置３６か月）区が全額補助２，０００万円３年間無利子　４年目以降０．２％以内緊急資金・経営変化対策資金2020

その他の制度 
返済期間信用保証料補助あっ旋限度額利　率資　金

５年以内（うち据置６か月）全額補助２，０００万円
３年間無利子

４年目以降０．２％以内
小規模企業特別事業資金 ※１

７年以内（うち据置６か月）
ただし、運転のみの場合は５年以内（うち据置６か月）

区が２／３負担
２，５００万円

（運転のみの場合は１，５００万円）
３年間無利子

４年目以降０．２％以内
経営支援資金 ※２

１０年以内（うち据置１２か月）区が２／３負担３，０００万円０．６％以内経営安定化資金 ※２

５年以内（うち据置６か月）区が２／３負担２，０００万円０．６％以内事業運転資金

７年以内（うち据置６か月）区が２／３負担３，０００万円０．６％以内事業設備資金

※１　小規模企業者の方を対象とした制度です。　　※２　中小企業信用保険法第２条第５項第４号または第５号の認定を取得された方が対象です。
また、この他にも制度がございます。その他の制度、各資金の詳しい要件等は、品川区中小企業支援サイトをご覧ください。

融　資

あっ旋

問い合わせ　商業・ものづくり課　中小企業支援係　TEL ０３－５４９８－６３３４

品川区中小企業事業資金

　新型コロナウイルス感染症により、雇用環境の見直しや国の助成金
の活用などを行う区内中小企業向けに社会保険労務士による無料相談
窓口を開設しています。

費　　　用　無料

利  用  時  間　月～金曜日午後１時～５時　※要予約（９月３０日まで）

場　　　所　武蔵小山創業支援センター

相談可能内容　�雇用環境の整備（テレワークの導入等）

　　　　　　�就業規則の見直し　　�従業員の休業への対応（休業手当支払等）

　　　　　　�国の助成金（雇用調整助成金等）活用

　　　　　　�東京都・品川区の助成金の活用　等

予  約  方  法　前日までにお電話でご予約ください

　　　　　　武蔵小山創業支援センター　TEL ０３－５７４９－４５４０

　　　　　　予約受付時間：平日午前９時～午後 5 時

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営課題を抱える区内中
小企業に対し、品川区へ登録している専門家（ビジネス・カタリス
ト）を派遣します。

費　　　用　無料

相談可能内容　�資金調達（融資活用）

　　　　　　�雇用環境の見直し（従業員の休業対応、テレワーク導入、時差出勤

導入、特別休暇創設など）

　　　　　　�経営戦略の見直し　　�販売計画、生産計画の見直し

　　　　　　�補助金・助成金の活用　等

　　　　　　※１００名を超える専門家が登録しており、さまざまな相談に対応可能です。

派  遣  回  数　１社１０回まで

問い合わせ　商業・ものづくり課産業活性化担当　TEL ０３－５４９８－６３５１
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　区内中小企業向けに、国（経済産業省）持続化給
付金、家賃支援給付金、東京都・感染拡大防止協力
金の申請に係る中小企業診断士による無料相談窓口
を開設しています。

費　　　用　無料

利  用  時  間　月～金曜日　午前９時～午後５時　※要予約

場　　　所　品川区立中小企業センター

相談可能内容　国（経済産業省）が実施する「持続化給付金」、「家賃支援給付金」の申請相談

　　　　　　東京都が実施する「東京都感染拡大防止協力金」の申請相談

　　　　　　※申請の代行は行っておりません

予  約  方  法　前日までにお電話でご予約ください

　　　　　　相談窓口事務局　TEL ０４２－４９０－５７２９（事業委託先：株式会社キャンパスクリエイト）

　　　　　　予約受付時間：平日午前９時～午後５時
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　新型コロナウイルス感染症対策のためにテレワークや特別休暇制度等の導入のためにかかった費
用やコンサルティング費用等の一部を助成します。

●1 　助 成 額　最大１００万円、対象経費の４／５

　　対象経費　テレワーク導入のために令和２年４月１日から令和２年９月３０日までに支払いが完了する下記の費用等

　　　　　　　�テレワーク規定の作成（必須）　　�コンサルティング料　　�勤怠管理ツール等の利用料

�機器の設置・設定費　　�パソコン等機器購入費用（※条件あり、上限２０万円まで）

　　　　　　　※令和２年８月３１日までに導入が完了し、テレワーク実施が確認できるもの

●2 　助 成 額　最大２０万円、対象経費の４／５

　　対象経費　新型コロナウイルス感染症対策として、下記制度導入のために就業規則の改定を行った際の専門家への

コンサルティング費用

　　　　　　　�特別休暇創設　　�時差出勤制度導入　等

　　　　　　　※新型コロナウイルス感染症対策のために導入したもののみ

　　募集期間　①令和２年４月１５日～令和２年８月３１日（対象期間を変更して再募集予定）

　　　　　　　②令和２年４月１５日～令和３年２月２６日

　　　　　　　※予算がなくなり次第受付終了

 共　　通 
　　申請資格　区内中小事業者（みなし大企業を除く）

　　　　　　　申請方法等、詳しくは中小企業支援サイト（https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/corona 

josei/2014.html）をご覧ください。

　　問い合わせ　商業・ものづくり課産業活性化担当　TEL ５４９８－６３５２

雇用環境整備事業助成金雇用環境整備事業助成金

　新型コロナウイルス感染症の影響に
伴い、国の助成金（雇用調整助成金等）
を受けようとする区内中小企業に対し、
申請に要する社会保険労務士の代行費
用等を助成します。

助　成　額　上限１０万円（助成率１０／１０）

助成対象費用　下記の国の助成金の申請に要する

　　　　　　社会保険労務士への事務手数料

（代行費用等）

　　　　　　①雇用調整助成金

　　　　　　②小学校休業等対応助成金　等

　　　　　　※１社各助成金１回限り

募  集  期  間　令和２年４月１５日から令和３年２

月２６日まで

問い合わせ　商業・ものづくり課産業活性化担当

　　　　　　TEL ０３－５４９８－６３５２
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雇用環境雇用環境
安定化事業安定化事業
助成金助成金


