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●事業復活支援金について
●【飲食店を対象】営業時間短縮に係る感染拡大
防止協力金（1/21～2/13実施分）について

●育児・介護休業法の改正について

●ビジサポホームページリニューアルについてご意見募集
●事業化チャレンジ道場のお知らせ
●内職求人登録企業 募集中！
●豊島区 中小企業の景況（10～12月）

事業復活支援金

豊島区では、国・都・区等の支援策をまとめた一覧をホームページに掲載しております。
最新の支援策一覧はコチラ →

【飲食店等を対象】
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金（1/21～2/13実施分）

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを
含む個人事業者に対して、地域・業種を限定しない形で、事業規模に応じた事業復活支援金を給付
します。

＜給付額＞ 法人等：上限最大250万円 個人事業主：上限最大50万円

＜対象者＞ 新型コロナウイルス感染症の影響で、2021年11月～2022年3月のいずれかの月の
売上高が、2018年11月～2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して
50％以上または30％以上50％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業主）

＜申請期間＞ 令和4年5月31日（火）まで

＜お問合せ先＞ 事業復活支援金事務局 相談窓口
0120-789-140 （IP電話から：03-6834-7593）
受付時間：8時30分～19時00分（土日、祝日を含む全日対応）

詳細は、事業復活支援金サイトをご確認ください。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

QRコードはコチラ→

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、要請に
全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、協力金を支給いたします。

＜対象期間＞ 令和４年１月２１日から令和４年２月１３日まで【２４日間】
※令和４年１月２４日から令和４年２月１３日まで【２１日間】
※1月21日からのご協力が困難な場合は､1月24日からのご協力でも協力金支給の対象となります。

＜お問合せ先＞ 協力金の支給に関すること：感染拡大防止協力金等コールセンター
0570-0567-92 （9時から19時まで毎日)

要請内容に関すること：東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
03-5388-0567 （9時から19時まで毎日)

※ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等の詳細は
決定次第、東京都ホームページにて公表

詳細は、東京都 産業労働局ホームページをご確認ください。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2022/0119_15542.html

QRコードはコチラ→

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2022/0119_15542.html


新 製 品 開 発 で 新 規 事 業 を 立 ち 上 げ る ！

■ 内 容■

新製品開発及び新規事業立ち上げに関する一連のプロセスを修得し、新たな自社ビジョンの実現に挑戦する企業を
サポートする事業化支援プログラムです。
※ソフトウェアやビジネスモデルのみの開発等を支援するものではありません。

■ 対象企業■

都内で実質的に事業を行う中小企業

■ 実施場所■

(公財)東京都中小企業振興公社
城南支社 東京都大田区南蒲田1－20－20
多摩支社 東京都昭島市東町3－6－1
※選考の上、企業ごとに公社がいずれかの支社を指定します。

■ 費 用 ■

1社7万円（税込）

■ 申し込み ■

令和４年3月頃募集開始予定

■ Ｕ Ｒ Ｌ ■
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/seminar/dojo.html

■ 問い合わせ■

城南支社 経営支援担当 【電話 】 03-3733-6284

育児・介護休業法の改正について
（令和4年４月1日から3段階で施行）

改正内容は①～⑤のとおりです。

① 『産後パパ育休』 の創設

② 育児休業を取得しやすい雇用環境整備、
妊娠・出産の申出をした労働者に対する
個別の周知・意向確認の措置

③ 育児休業の分割取得

④ 育児休業取得状況の公表の義務化
（常時雇用する労働者数1,000人超の事業主）

⑤ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件
の緩和

令和4年4月1日施行②・⑤

令和5年4月1日施行④

東京労働局雇用環境・均等部指導課
03-3512-1611

10月1日施行①・③

ご

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/seminar/dojo.html


としまビジネスサポートセンター

FAX 03-5992-7023
TEL 03-5992-7022 

ご利用時間 / 月～金 9：30～16：30
（受付は 16：00まで）

※祝日、年末年始を除く

ビジサポホームページ
http://www.toshima-biz.com/

〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区庁舎7F

お気軽にご予約のお電話を く だ さい

融資あっせん

補助金申請

起業創業サポート

売上拡大サポート 労務サポート

経理・税務サポート

予約制
サステナブル（持続可能）に
長期に利益を目指すことが大切です。

ビジサポはサポートしていきます！

金融相談員 押切（写真左）

としまビジネスサポートセンターは、地元金融機関や産業団体等、関連機関が一体と
なった、新しい協働による運営形態を特徴としています。また、ご利用者の課題にあ
わせて、専門相談員による面接等のサポートを無料で行っています。
資金から経営戦略まで様々なサポートを提供するとともに、関係団体との連携により、
起業希望者や中小企業者の皆様の「困った」を一緒に解決していきます。

ビジサポ通信はメール配信に移行します！

「ビジサポ通信」は紙での配布以外にも、メール配信を行っています。
様々なメリットのあるメール配信に切り替えませんか？？
ご希望の方は下記［申込フォーム］より、メールアドレスのご登録をお願いします！

●申込フォーム（URL） https://www.secure-cloud.jp/sf/1572245813rImxxCpN

●申込フォーム（QRコード）
メール配信のメリット

・テレワーク中も閲覧可能！リンク先も飛びやすい
・ペーパレスで地球にやさしくエコ！

内職のあっせん希望者は豊島区在住の方のみです。
比較的簡単にできる仕事（箱の組み立て等）に応募が集まっています。

お問い合わせ
豊島区 生活産業課 商工グループ 内職担当 03-4566-2742

A0029099@city.toshima.lg.jp
【 T E L 】
【 メ ー ル 】

内職求人登録企業 募集中！
広く区内外の事業者から、内職求人情報を募集しています。 内職に適した仕事がありましたら、ぜひご連絡ください！

※内職のあっせんはご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。

https://www.secure-cloud.jp/sf/1572245813rImxxCpN


『としまビジネスサポート通信』に関するご意見、ご要望などございましたら、お気軽にお寄せください。
豊島区 文化商工部 生活産業課 商工グループ

TEL 03-4566-2742 FAX 03-5992-7088 MAIL A0029099@city.toshima.lg.jp
『としまビジネスサポート通信』に関するご意見、ご要望などございましたら、お気軽にお寄せください。

豊島区 文化商工部 生活産業課 商工グループ
TEL 03-4566-2742 FAX 03-5992-7088 MAIL A0029099@city.toshima.lg.jp

各業種別業況の動き（実績）と来期の予測各業種別業況の動き（実績）と来期の予測各業種別業況の動き（実績）と来期の予測

豊島区 中小企業の景況 2021年10～12月
各業種別業況の動き（実績）と来期の予測

D I

※D.I（ディーアイ）は、増加（又は「上昇」「楽」など）
したと答えた企業割合から、減少（又は「下降」「苦し
い」など）したと答えた企業割合を差引いた数値のこと
で、不変部分を除いて増加したとする企業と減少したと
する企業のどちらかの力が強いかを比べて時系列的に傾
向をみようとするものです。

今期の特徴点

【小売業】

業況は厳しさがやや和らいだ。売上額、収益はともに前期同様の減少・減益
が続いた。
販売価格は下降がやや強まり、仕入価格は変動なく推移した。
資金繰りは前期同様の窮屈感が続き、借入難易度は厳しさが大きく強まった。
「借入をした／借入の予定あり」の割合は前期同様で、設備投資を「実施した・
予定あり」の割合はやや減少した。

【製造業】

業況は厳しさが大きく和らいだ。売上額は減少幅が大きく縮小し、収益は減
益がやや弱まった。
販売価格は下降がやや強まり、原材料価格は前期同様の上昇が続いた。
資金繰りは前期同様の窮屈感が続き、借入難易度は前期同様の容易さと
なった。「借入をした／借入の予定あり」の割合は大きく減少し、設備投資を
「実施した・予定あり」の割合はやや減少した。

【サービス業】

業況は前期同様の厳しさとなった。売上額、収益はともに減少・減益がかな
り弱まった。
料金価格は下降がやや強まり、材料価格は前期同様の上昇が続いた。

資金繰りは前期同様の窮屈感が続き、借入難易度は厳しさが大きく強まっ
た。「借入をした／借入の予定あり」の割合は前期同様で、設備投資を「実施
した・予定あり」の割合は大きく増加した。

【卸売業】

業況は厳しさが大きく和らいだ。売上額、収益はともに減少・減益が大きく弱
まった。
販売価格、仕入価格はともに上昇がやや弱まった。
資金繰りは厳しい状況に転じ、借入難易度は容易さが大きく増した。「借入
をした／借入の予定あり」の割合、設備投資を「実施した・予定あり」の割合は
ともに大きく増加した。

【建設業】

業況は厳しさがやや和らいだ。売上額、受注残はともに減少が大きく弱まり、
収益はやや持ち直し、施工高は前期同様の減少が続いた。
請負価格は大きく上昇に転じ、材料価格は上昇がかなり強まった。
資金繰りは極端に容易となり、借入難易度は容易さがやや縮小した。「借入
をした／借入の予定あり」の割合はやや増加し、設備投資を「実施した・予定
あり」の割合は前期同様であった。

【不動産業】

業況は厳しさが大きく和らいだ。売上額は増加から減少に転じ、収益は増加
傾向がやや一服した。
販売価格、仕入価格はともに上昇が大きく強まった。
資金繰りは容易となり、借入難易度は容易さが大きく増し、「借入をした／借
入の予定あり」の割合は前期同様であった。

【調査概要】
１．調査時期 2021年12月上旬
２．調査方法 面接聴取調査
３．調査の対象と回収状況 右表のとおり
４．調査機関 (一社)東京都信用金庫協会
５．分析・作成 (株)東京商工リサーチ

豊島区ホームページにて、景況報告の詳細・
バックナンバーをご覧いただけます！

※新型コロナウイルス感染拡大にともない、調査にご協力いただけない事業所が多数生じて
いることから、「調査対象事業所数」は把握不能となっております。


