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経済支援

「キャッシュレスで中央区の
お店を応援しよう！最大20％
戻ってくるキャンペーン」

の実施

区内中・小規模の「auPAY」「ｄ払い」
「PayPay」「楽天ペイ」加盟店にて実施
（大手チェーン店など一部対象外）
期間：2022年5月1日～5月31日
還元率：20％（付与上限額あり）

キャッシュレスで
中央区のお店を応援しよう！
キャンペーン事務局
03-6746-4828

中央区内共通買物・食事券

発行総額：18億円（プレミアム20％）
申込期間：2022年5月13日まで
販売方法：事前申込制とし、申込多数の
場合は抽選（区民優先）

ハッピー買物券コールセンター
03-5369-3905

就労支援 中央区未就職学卒者等の
就労支援事業

キャリアカウンセリングやセミナー等を
通して就労支援を行います。
対象者：就職氷河期世代等で正規雇用を
目指す方
定員：20名

商工観光課商工振興係
03-3546-5329

子育て支援

東京都出産応援事業

専用サイトを開設し、1人あたり10万円分
の子育て支援サービスや育児用品を支援
対象者：2023年3月末までに子どもが生
まれた世帯

保健所健康推進課予防係
03-3541-5930

新生児誕生祝品
（区内共通買物・食事券）の

追加支援

新生児誕生祝品（区内共通買物・食事券）
に2万円分を追加し5万円分贈呈

子育て支援課子育て支援係
03-3546-5350

就学援助及び就学奨励 学用品費、通学用品費、
新入学児童生徒学用品費等を支援

学務課学事係　　　　　　　
03-3546-5512

学費が不安 高等教育の修学支援新制度 授業料等減免と給付型奨学金
日本学生支援機構        
0570-666-301

休業や失業で
生活資金にお困りの方へ

緊急小口資金・総合支援資金 一時的な生活費や生活再建に必要な資金
を貸し付け（申請期間：2022年6月30日）

中央区社会福祉協議会
03-3206-0506

中央区PCR検査センター 保健所及び医師が検査を必要と判断した場合
移設場所：中央区月島2-1-1（月島駅前第一駐輪場の一部）

中央区保健所コールセンター
03-3541-5254

東京都による
区内PCR無料検査

東京都では、感染不安を感じる無症状の都民の方を対象にPCR等検査を無料で
受けられる取り組みを実施

東京都PCR等検査無料化
事業コールセンター
03-4405-4958

新型コロナウイルス
ワクチン接種について

【接種方法】
①個別接種：実施医療機関
②集団接種：＜ファイザー社製ワクチン＞ 12歳以上

聖路加臨床学術センター（聖路加国際病院）、日本橋保健センタ
ー、石川島記念病院、月島社会教育会館晴海分館（アートはるみ）
＜モデルナ社製ワクチン＞ 18歳以上
京華スクエア

【接種の流れ】
①接種券の送付→②接種の予約→③接種会場で接種→④接種済証の交付
※最新情報は、中央区新型コロナワクチン接種特設サイトにてご確認ください。

中央区新型コロナワクチン
コールセンター
0120-421062

新型コロナウイルス
総合案内

中央区コールセンター 午前9時～午後5時まで（月曜日～金曜日） 03-6281-5070

感染症に関する
一般相談窓口

中央区保健所コールセンター 午前9時～午後5時まで（月曜日～金曜日） 03-3541-5254

発熱等の症状がある方 かかりつけ医（区内）に電話相談してください。かかりつけ医（区内）がいない場合は
東京都発熱相談センター（24時間受付）にお問い合わせください。

03-5320-4592

消費生活にかかわる相談 中央区消費生活相談 午前9時～午後4時まで（月曜日～金曜日） 03-3543-0084

就職に向けた相談 緊急就職相談ダイヤル・相談窓口 午前9時～午後８時まで（月曜日～金曜日）、
午前9時～午後5時（土曜日）

東京しごとセンター
03-5213-5013

労働問題の相談 緊急労働相談ダイヤル 午前9時～午後８時まで（月曜日～金曜日）、
午前9時～午後5時（土曜日）

東京都労働相談情報センター
0570-00-6110

新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援策一覧
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売上が30%以上減少した 事業復活支援金
中小法人等：上限最大250万円を支給
個人事業者等：上限最大50万円を支給
申請期間：2022年5月31日まで

事業復活支援金事業
コールセンター
0120-789-140

事業再構築に挑戦したい 事業再構築補助金
直近６か月間のうち任意の3か月の合計売
上高がコロナ以前の同期比で10％以上減
などの申請要件あり

事業再構築補助金事務局
コールセンター
0570-012-088

子どもが感染し
仕事に行けない

小学校休業等対応助成金

小学校などに通う子どもが、コロナ感染
などで休むことが必要になった場合に、
有給休暇を取得させた事業主に助成金を
支給

小学校休業等対応助成金・
支援金コールセンター
0120-603-999

感染拡大予防対策を
講じたい

感染症対策サポート助成事業
「備品購入、内装・設備工事コース」と
「消耗品購入コース」の2コースで実施
申請受付期間：2022年6月30日

感染症対策サポート
助成事業事務局
03-4335-7990

飲食店の新たな売上確保 飲食事業者の業態転換支援

を等」配宅「」トウアクイテ「にた新
始める事業者へ
助成限度額：100万円　助成率4/5以内　
申請受付期間：2022年6月30日

業態転換事務局
03-6260-7027

融資を受けたい

中央区緊急特別資金
利率：0.1％、元本据置1年間
融資限度額：2,000万円
信用保証料：全額補助

中央区商工観光課
相談融資担当
03-3546-5330

借換資金

中央区新型コロナウイルス感染症対策緊
急特別資金を借り換えることにより、改め
て据置期間を最大12か月設定することな
どが可能

中央区商工観光課
03-3546-5330/5333

実質無利子・無担保融資 3年間無利子　元本据置5年間（最長）
4年目以降は基準利率適用

日本政策金融公庫
東京中央支店
0570-026103

区内中小企業の経営の安定 経営セーフティ共済加入補助金

対象：経営セーフティ共済に新たに加入し
た区内中小事業者
補助：契約月から6か月間の掛け金
補助率：1/3（月額上限2万円）

中央区商工観光課
中小企業振興係
03-3546-5487

販路拡大

展示会への出展料補助 補助率：1/2（上限15万円）

ＥＣサイト活用補助金 ＥＣサイト開設に係る費用を補助
補助率：対象経費の10/10（上限6万円）

相談窓口

中小企業診断士による経営相談 経営に関するご相談（予約制）

中央区商工観光課
相談融資担当
03-3546-5330

中央区出張経営相談 1事業所につき、年度内3回までご相談
（創業予定の場合は5回）

経営課題に関する相談窓口 中小企業者等特別相談窓口
東京都中小企業振興公社
03-3251-7881
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新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援策一覧
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発行：中央区議会公明党　田中広一（東京都中央区新川2 31 7）

各事業等の詳細及び最新情報は、ホームページなどでご確

認下さいますようお願い致します。（2022年4月21日作成）

※QRコードは、上下左右を指などで隠すと読み取りやすくなります。

Information

経済産業省 厚生労働省 田中こういちホームページ

区民相談は
田中こういちまで
ご連絡ください。

東京都支援ナビ 中央区主な支援策一覧
（区民の方向け）

中央区主な支援策一覧
（事業者の方向け）


