
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中小企業支援策等の実施状況について 

１．経営相談・融資あっ旋等について（２月１７日～４月１０日） 

（１）経営相談 

   １，４２０件（融資７４１件、認定５５５件、その他１２４件） 

※相談件数は、あくまで相談のため、下記の実際の融資あっ旋件数や認定件数とは異なる。 

 （２）融資あっ旋件数・金額 

※小規模企業特別事業資金（小口）、経営支援資金、経営安定化資金、経営変化対策資金 

７１６件／５９．０５億円 

   （小口２５１件、経営支援８９件、安定化６５件、経営変化３１１件） 

（３）認定 

 ６２１件（４号認定５１８件、５号認定２４件、危機関連保証７９件）

※4号認定：３月２日発動、危機関連保証：３月１３日発動 

２．雇用環境整備・安定化支援等について 

（１）社会保険労務士相談窓口設置

   雇用環境の見直しや国の助成金活用等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設置

   ①日時：令和２年４月１５日～９月３０日 平日１３時～１７時

②場所：武蔵小山創業支援センター（品川区小山３－２７－５）

（２）雇用環境整備事業助成金

 テレワークの導入や就業規則の見直しなど、雇用環境の整備を行う区内中小企業に

対し、社会保険労務士等のコンサルティング費用や機器購入費等を助成

①募集期間 テレワーク導入 令和２年４月１５日～８月３１日

       就業規則見直し 令和２年４月１５日～令和３年２月２６日

②助成金額 テレワーク導入 助成限度額１００万円（助成率４／５）

      就業規則見直し 助成限度額 ２０万円（助成率４／５）

（３）雇用環境安定化事業助成金

新型感染症に係る国の助成金（雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金等）を受

けようとする区内中小企業に対し、申請に係る社会保険労務士の代行費用等を助成

①募集期間 令和２年４月１５日～令和３年２月２６日

②助成金額 助成限度額１０万円（助成率１０／１０）

３．春季プレミアム付品川区内共通商品券の販売延期について 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、区民の安心・安全確保のため販売を延期。

今後については、感染症の収束時期や経済状況を見極め、実施を検討する。
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◆「令和 2 年度 品川区融資あっ旋制度のご案内」に内容を追加いたしました。

◆ご予約・お問い合わせ◆

品川区 商業・ものづくり課  中小企業支援係（品川区立中小企業センタ－2 階）
電話：03－5498－6334　　FAX：03－5498－6338

対象者

申込必要書類

品川区内の中小企業経営者の皆さまへ

【緊急資金】経営変化対策資金 2020
（品川区中小企業事業資金融資あっ旋）

※現在、区の他の融資あっ旋制度をご利用中の方でもお申し込みいただけます。
※令和元年度実施「経営変化対策資金」をご利用中の方でも、別枠としてお申込みいただけます。

※この 2 制度は令和 2年4月1日より開始予定のため、内容が変更になる場合があります。正式に決まりましたら
   HP 等にて公開いたします。

以下のすべての要件に該当することが条件です。

受 付 期 間

＜あっ旋限度額＞

500万円

＜資金の使い道＞

運転資金のみ

＜返済期間＞

5年以内
（うち据置 12 カ月）

＜信用保証料＞

全額補助

令和2年4月1日（水）～令和3年3月31日（水）

＜本人負担利率＞

3年間無利子
4 年目以降 0.2％

①品川区内に住所を有すること
　法人：品川区内に本社所在地または事業所を有すること。
　個人：品川区内に住民票上の住所または事業所を有すること。
②引き続き同一事業を 1 年以上営んでいること。
③東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
④許可、認可、届出、資格、免許等の取得が必要な業種の場合、それらの手続きを終えていること。
⑤税金を滞納していないこと。
⑥常時使用する従業員数が 20 人以下である事。
⑦直近 3 カ月間の売り上げが 5% 以上減少していること 

•「令和 2 年度 品川区中小企業事業資金 融資あっ旋制度のご案内」 の 9 ページ、10 ページをご覧ください。
•上記申込必要書類のほか、緊急資金 申込書別紙（緊急資金「経営変化対策資金 2020」売り上げ計算書）を
 合わせてご提出ください。 



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ます。

・雇用環境の整備（テレワーク導入、時差出勤など）
・就業規則の見直し
・従業員の休業への対応（休業手当支払など）
・国の助成金の活用（雇用調整助成金の活用など）
・東京都・品川区の助成金の活用　など

前日までにお電話でご予約のうえ、直接、品川区立
武蔵小山創業支援センター4階事務局までお越しください。

令和２年４月１５日から９月３０日

平日１３時～１７時（※土日祝日は開設していません）

品川区立武蔵小山創業支援センター

受付時間：平日9時～17時 ※つながらない場合は070-1575-6920 品川区商業・ものづくり課産業活性化担当
０３－５４９８－６３５２（直通）

開設期間

開設時間

開設場所

区内中小企業の皆様へ

新型コロナウイルス感染症に係る
社会保険労務士の
　　　　　　  を開設します

相談内容

予約方法

問い合わせ　03-5749-4540

無料相談窓口

（品川区小山３－２７－５、4階）



TEL 03-5498-6352 (直通)
〒141-0033 品川区西品川1-28-3 中小企業センター2階
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品川区商業・ものづくり課
産業活性化担当

区内中小企業の皆様へ

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、テレワークの導入や新たな特別休暇制度の導入など、雇用環境の整備を
行う区内中小企業に対し、社会保険労務士等専門家へのコンサルティング費用や導入経費等を助成します。

新型
コロナウイルス

感染症

対策支援

新型コロナウイルス感染症対策のための
雇用環境の整備を支援します

区内中小企業（個人事業主含む）
※みなし大企業を除く
※法人事業税および法人都民税（個人の場合は個人事業税および住民税）を滞納していないこと

助　成
対象者

下記に要する導入費用や社会保険労務士等の専門家へのコンサルティング費用等で
から各実績報告期限までに支払いが完了するもの令和２年 ４月１日(水）

※新型コロナウイルス感染症の影響を受けて新たに対応する場合のみ

助成金の詳細については、品川区商業・ものづくり課ホームページ
「品川区中小企業支援サイト」の「募集要項」をご覧ください。

https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/

※申請書類は、商業・ものづくり課ＨＰ「中小企業支援サイト」（下記URL）よりダウンロードが可能です。

助成対象
費用・期間

テレワークの導入
（機器等の購入費等含む）

就業規則の改定・見直し
（特別休暇や時差出勤制度の導入等）

１ ２

上限１００万円
（助成率４/５）

※機器購入費（ハード経費）上限２０万円（購入単価１０万円未満のもの）

助
成
金
額

令和２年
 ４月１５日（水） から 8月３1日（月）まで

（実績報告期限は令和２年９月３０日まで）

募
集
期
間

上限2０万円
（助成率４/５）

助
成
金
額

令和２年 令和３年
 ４月１５日（水） から２月２６日（金）まで

（実績報告期限は令和３年３月３１日まで）

募
集
期
間

※令和２年８月３１日までに導入が完了し、実施が確認できるもの



新型
コロナウイルス

感染症
対策支援

助成金額

申請書類

助成対象者 助成対象費用

募集期間

助成金額

申請書類

助成対象者 助成対象費用

募集期間

助成金額

申請書類
1
2
3

4

5
6

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。

助成対象者 助成対象費用

募集期間

雇用環境安定化
事業助成金

品川区中小企業支援
サイトはこちらから

↓↓↓
●お問い合わせ・書類提出先

品川区商業・ものづくり課産業活性化担当

http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/
〒141-0033 品川区西品川1-28-3 中小企業センター２階
TEL 03-5498-6352（直通）

法人事業税納税証明書および法人都民税納税証明書（個人事業主の場合は、
個人事業税納税証明書および住民税納税証明書（居住地用と事業用）（コピー可）
※　　  の書類は、下記ホームページよりダウンロードが可能です。
※助成金の詳細については、下記ホームページの募集要項をご覧ください。

社会保険労務士から受領した領収書、請求書等（コピー可）
※領収書は必ずご提出ください
履歴事項全部証明書もしくは開業届（コピー可）

区内中小企業（個人事業主含む）
※みなし大企業を除く
※法人事業税および法人都民税
　（個人の場合は個人事業税および
　住民税）を滞納していないこと

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
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
　特例措置である助成金を受ける場合のみ対象

１社 各助成金１回限り　上限 10 万円（助成率 10/10）

品川区雇用環境安定化事業助成金交付申請書（区指定様式）
品川区雇用環境安定化事業助成金実績報告書（区指定様式）
①公共職業安定所等に提出した助成金支給申請書（受理印押印済のもの）
②公共職業安定所等から受領した助成金支給決定通知書
※①②どちらでも可（コピー可）

助成金

10万円

1 2

4月15日 から 2月26日まで
令和2年 令和3年

検索商業・ものづくり課　中小企業支援サイト
商業・ものづくり課「中小企業支援サイト」
http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/ 

ＨＰ

新型コロナウイルス感染症に係る
国の助成金 (雇用調整助成金等 )活用を支援します

区内中小企業の皆様へ


