
“印刷発祥の地”の誇り
東京都印刷工業組合京橋支部
支部長　田畠 義之　☎ 03-3552-1855　会員数：105

“組合結成100年”集積のパワー
東京都製本工業組合京橋支部
支部長　佐立 哲彦　☎ 03-3551-3783　会員数：32

“先進の情報文化”の担い手
東京都印刷工業組合日本橋支部
支部長　古畑 武郎　☎ 03-5542-2121　会員数：28

伝統の技能、いま華開く
製本・日本橋
支部長　丸山 啓一　☎ 03-3666-2051　会員数：4

省エネ・イノベーションを展開
月島工業会
会　長　中西 真進　☎ 03-4455-2500　会員数：15

伝統の日本文化を育てる
日本橋産業協会
会　長　小川 浩一　☎ 03-3668-2193　会員数：22

美しい町並、強い町づくりを
特定非営利活動法人
地域の防災と町づくりを研究する会
理事長　境 孝司　☎ 03-5651-5621　会員数：25
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令和２年度の中央区工団連会報は第47号〜第49号までの3号
が発行されます。
今号は新型コロナウイルスに負けない！ 特集号として、工団連の
動き・支部活動報告・ランチセミナー等は休載となります。

中央区工業団体連合会 会長
森 山 照 明

　中央区工業団体連合会会長の森山でございます。
　皆様におかれましては、日頃から、工団連の各事業
に積極的にご協力いただき感謝申し上げます。
　現在、全世界は100年に一度の危機と言われる新
型コロナウイルス感染症に侵されています。
　皆様の団体におかれましても、売り上げの減少など
様 な々影響がでていることと思います。
　国、東京都がいままでにない救済措置を打ち出して
います。持続化給付金、雇用調整助成金、テレワー
ク助成金、家賃救済助成金等いろいろな助成がなさ
れています。
　皆様の各団体、工団連、商工会議所、中央区等にご
相談をいただければ適切なご案内が出来ると思います。
　工団連の事業は3月から中止もしくは書面開催と
なっております。
　隔年で秋に開催しております中央区産業文化展（へ
そ展）も今年は開催が厳しい状況です。
　今、日本は野球にたとえると100回表の大ピンチを
必死に守っています、この後は100回の裏が待ってい
ます。大ピンチの後は何がありますか？
　そうです、チャンスです。

　今まで乗り越えられないピンチがありましたか？　関
東大震災、第二次世界大戦、阪神淡路大震災、東日
本大震災などまだ乗り越え途中のものもありますが、す
べてを乗り越えて行けるのが日本です。
　私たち中小零細企業は日本の90％以上を占めてい
ます。私たちの底力が今の日本を支えています。
　苦しい今が辛抱のしどころです、身近な仲間と力を
合わせて乗り越えていきましょう。
　あと少しの辛抱です。
　頑張れ日本！　チャレンジ日本！

新型コロナウイルスに負けない！特集号
会員の皆様へ

ピンチの後にはチャンスあり!
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新型コロナウイルスにより影響を受けた
事業活動は何ですか？　（複数回答可）
新型コロナウイルスにより影響を受けた
事業活動は何ですか？　（複数回答可）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
貴社が行なったことはありますか？　（複数回答可）

貴社が行なった衛生管理は？　
（複数回答可） 万が一、貴社で

新型コロナウイルス感染者が
発生した場合の対応について

国や東京都などの支援制度を
利用しましたか？

今後、国や都、区など行政に
期待することはありますか？

売上の減少
6.3％

商談の中止
16.7％

 重要な会議
の中止
16.7％

 イベントの中止
14.3％

テレワークや
時短勤務による
業務の遅れ

9.5％

営業日の減少
7.1％

取引先や
顧客の減少

4.7％

従業員の休業や
解雇を行なった
4.7％

会社から
マスクを
支給した
12.5％

従業員の
時差出勤
12.5％

従業員の
時短勤務
12.5％

営業回りや顧客との
打合せ回数を減らした
11.1％

不要不急の
会議を中止
11.1％

衛生管理の
強化
11.1％

従業員に毎朝の
検温および体温の
報告を義務づけた

6.9％

発熱した場合は
一定期間の

自宅待機を命じた
6.9％

テレワークの導入
4.2％

オンライン
ミーティングの実施

4.2％

大人数でエレベーターに
乗らないようにした
2.8％

対面での接客をやめた
2.8％

うがい・
手洗いの徹底
18.5％

ドアや窓を
常に解放
18.5％

消毒薬を
各所に設置
18.5％

マスク着用
の徹底
16.7％

定期的な換気
14.8％

来訪者にも
検温・手指の消毒、
マスク着用を励行

9.4％

社内や店舗内、設備の定期的な消毒
1.8％

飛沫感染防止対策で
対面パーテーション等を活用
1.8％

事業・業務の
縮小はするが
停止はしない
55.6％事業・業務を

停止する
22.2％

その他
22.2％

これから申請する
36.4％

申請し支援を受けた
27.3％

申請したが
まだ支援を
受けられて
いない
18.1％

よく分からない
9.1％

利用
したい
9.1％

その他 1.4％

●従業員に
　アルコール
　消毒薬を配布

ある
66.7％

特にない
33.3％

●民間企業への助成
●医療崩壊を招かぬ様に国を挙げて
　助成をして欲しい
●利用しやすい支援制度の普及
●複数回利用できる支援制度の設定
●所得税・住民税の軽減措置
●スピード！！
●スピーディな対応
●スピード感
●長期化した場合の対策について

「ある」
と答えた方のコメント

●該当店のみ一時閉鎖
●保健所の指導に従う
●今のところ未定だが、発症者に
対しての休業のみだと思う
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新型コロナウイルスに関するアンケートを実施しました
6 月前半に会員企業さまにアンケートを任意でお願いし、17 社からご
回答いただきました。
新型コロナウイルスの影響で深刻な状況である事、感染拡大防止対策
に尽力されている事などがうかがえます。先々の心配で不安な状況下
にも関わらず、ご協力いただき誠にありがとうございました。
自由記入欄等にお答えくださったコメントは「会員の声」として、次頁
からの支援策まとめ内でご紹介いたします。
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IT 導入補助金 2020 特別枠（C 類型）
新型コロナウイルス感染症の影響への対策、拡大防止に向けて具体的な対策や業務改善に取り組む事業者が、IT ツール
を導入するために優先的に支援を受けられる。対象者は、中小企業（飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育
等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象）、小規模事業者。
●問合せ先
一般社団法人 サービスデザイン推進協議会　サービス等生産性向上 IT 導入支援事業 コールセンター
ナビダイヤル 0570-666-424 ／ IP 電話等からは、042-303-9749
受付時間 9:30 〜 17:30（土・日・祝日を除く）

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に よ る 影 響 緩 和 の 支 援 策 ま と め
現在、新型コロナウイルス対応として 500 を超える制度が設定されています。
これだけあるとどこから手をつけて良いのか分かりませんし、重要なものを見落としてしまう
可能性もあります。また、既存の制度で強化・優遇されるようになったものもあります。
そこで、無償支給される給付金や、大幅に使い勝手が良くなった補助金、金額的なインパクト
が大きい融資など、重要度・緊急度が高い公的支援制度をご案内します。
なお、制度の内容や申請日時が日々変更されているので、詳細情報は省略します。

事業者向けの給付金・助成金制度、補助金、融資など

■どのような支援制度または情報かは、以下のアイコンを参考にしてください。

給付金

条件を満たし申請すれ
ば受給でき、返済不要。

助成金

条件を満たし申請すれば
原則受給でき、返済不要。

補助金

特定の用途や事業のための
補助。後日報告の必要がある。

融資
貸付

条件により金利優遇ま
たは実質無利子になる。

税金
関係

徴収猶予、非課税など
税に関する特別措置。

その他

感染症に係る対応や金
銭以外の支援など。

持続化給付金制度
2020 年 1 月から 2020 年 12 月のうち、2019 年
の同月比で売上が 50％以上減少した中小法人、医療
法人・農業法人・NPO 法人など会社以外の法人およ
びフリーランスを含む個人事業主が対象。

●申請サイト
「持続化給付金」事務局 HP
●問合せ先
持続化給付金事業コールセンター
直通：0120-115-570
IP 電話専用回線：03-6831-0613
受付時間：【7 月・8 月】毎日 8:30 〜 19:00

【9 月〜 12 月】日〜金 8:30 〜 19:00
（土祝日を除く）

家賃支援給付金（新型コロナウイルス感染症資金繰り支援）
新型コロナウイルス感染症防止対策で営業を自粛したことにより売上が急減した事業者
に対するテナント家賃・地代（駐車場等も対象）などの負担の軽減を目的に給付金を
支給する制度。2020 年 5 月〜 12 月の内ひと月において売上が前年同期比で 50％以
上減少、または連続する 3ヶ月において売上が前年同期比で 30％以上減少が条件。
※自己保有の土地・建物について支払い中のローンは対象外。

●対象者
・中堅・中小企業：資本金 10 億円未満、従業員 2000 人以下の法人
・個人事業主：主に開業届を提出している個人事業主
・フリーランス：活動の実態が証明できる者
●申請について
7 月 14 日から受付開始予定で申請ページ準備中。申請はオンラインのみ。
●問合せ先
家賃支援給付金コールセンター
0120-653-930（平日・土日祝日 8:30 〜 19:00）

令和 2 年度小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞
新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受
けながらも、具体的な対策（サプライチェーンの毀
損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テ
レワーク環境の整備）などに取り組む小規模事業者

や個人事業主の販路開拓等を支援する補助金。
●問合せ先・書類一式提出先（書類持参は非対応）
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局
〒１５１-００５１
東京都渋谷区千駄ヶ谷３-１１-８
電話：０３-６４４７-5485
問合せ対応時間：
9:30 〜 12:00、13:00 〜 17:30

（土日祝日・年末年始の休業日除く）

給付金

給付金

補助金

補助金

▲詳細サイト▲申請サイト

▲詳細サイト

詳細サイト▶︎

申請サポート会場
順次開設予定

申請サポート会場
（完全事前予約制）

※掲載内容は7月10日現在の情報です。最新情報は
HP等でご確認ください。

埼玉県にある工場を臨時
にサテライトオフィスとして設
置し、本社従業員の通勤
を分散させた。（印刷業）

社内システムのクラウド化
が進んでいたので、リモー
トワークが順調に行なえ
た。	 （印刷業）

得意先に事情を説明して
納期の延長に協力しても
らった。	 （印刷業）

会 員 の 声
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納税を猶予する特例制度
個人・法人問わず、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方で定められ
た要件に該当する場合、税務署に申請することで最大１年間納税が猶予される制度。令
和２年２月１日から同３年１月３１日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほ
ぼすべての税目（印紙で納めるもの等を除く）が対象。既に納期限が過ぎている未納

の国税（他の猶予を受けているものを含む）についても、遡ってこの特例を利用することが可。
●問合せ先（ご自身の所在地管轄の国税局猶予相談センター）

【受付時間】 ８:３０〜１７:００（土日祝日を除く）
・東京国税局（千葉県・東京都・神奈川県・山梨県）　0120-948-271 
・関東信越国税局（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・新潟県・長野県）　0120-948-249

雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）（9 月末まで延長）
条件を満たした全ての事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施。助成額を 1 人あたり日額 15,000 円に引き
上げ、また、解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業の助成率を一律 10/10（100％）に拡充。
助成対象となる労働者は、事業主に雇用され該当期間に休業した雇用保険被保険者。また、学生アルバイトなど雇用保険
被保険者以外の方も、要件を満たした場合は「緊急雇用安定助成金」の支給対象。

●問合せ先
＜東京都のハローワーク：雇用調整助成金問合せ先一覧 PDF＞
右記 QR コードより参照
＜雇用調整助成金コールセンター＞
0120-60-3999
受付時間 9:00 〜 21:00（土日・祝日含む）

助成金

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

新型コロナウイルス感染症特別貸付（国民生活事業／中小企業事業）
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の減少など業況悪化をきたしているが、
中長期的にはその業況が回復し、かつ発展することが見込まれ、規定の条件に該当す
るフリーランスを含む個人事業主／中小企業事業主への特別貸付（令和 2 年度第 2 次
補正予算を受け、令和 2 年 7 月 1 日から融資限度額が拡充される）。

●問合せ先
＜平日＞
日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル
0120-154-505（9:00 〜 17:00）
＜土日・祝日＞
日本政策金融公庫
国民生活事業：0120-112-476（9:00 〜 16:00）
中小企業事業：0120-327-790（9:00 〜 16:00）

融資
貸付

▲詳細サイト

▲国民生活事業

▲問合せ先一覧 PDF

▲中小企業事業

新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた旅館業、飲食店営業および喫茶
店営業を営む方向けの衛生環境激変特別貸付。一時的な業況悪化により支障を来して
いる生活衛生関係営業者の経営を安定させるために必要な運転資金で、融資限度額は
旅館業：別枠 3,000 万円／飲食店営業および喫茶店営業：別枠 1,000 万円。

●問合せ先
＜土日・祝日＞
日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル
0120-154-505（9:00 〜 17:00）
＜休日＞
日本政策金融公庫
国民生活事業：0120-112-476（9:00 〜 16:00）
中小企業事業：0120-327-790（9:00 〜 16:00）

融資
貸付

▲詳細サイト

税金
関係

▲詳細サイト（国税庁） ▲地方税：総務省 ▲社会保険料：厚生労働省

テナント紹介が少ないうえ、
賃料の値引きや滞納の相
談が多い。また、外出自
粛が求められ在宅勤務の
企業が増え、賃料の高い
都心のオフィス不要論で空
き室が増え始めているた
め、営業方針にも影響が
出そう。	 （不動産業）

会 員 の 声

家庭金物を販売していま
すが、得意先である飲食
店の客足がめっきり減った
ため、お店で使う消耗品
の注文も殆どなくなってしま
い、5月の売上が4月の
10分の1しかなく困って
います。

（小売業）

会 員 の 声

ブラシやタワシ等清掃用品
を全国販売していますが、
地元はもちろん、特に全
国の観光地からの注文が
かなり減少しています。
また、外出自粛要請のた
め社員の安全を考慮して
営業時間も11時から16
時までに短縮しています。
早く以前の状態に戻れる
事を期待しています。	

（小売業）

会 員 の 声
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新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金
中央区では新型コロナウイルス感染症により、事業
活動に影響を受けている中小企業者等を支援するた
め、中央区中小企業あっ旋制度に「新型コロナウイ
ルス感染症対策緊急特別資金」を創設。中央区商工

業融資制度の基本要件および定められた要件のいずれかに該当
する中小企業者に緊急融資を実施。
●受付場所（予約不要）（土日祝日除く）
中央区役所 8 階大会議室／ 9:00 〜 15:00
●問合せ先
区民部商工観光課
電話：03-3546-5330、03-3546-5333

新型コロナウイルス感染症 PCR 検査センター設置
中央区では令和 2 年 4 月 9 日から、中央区医師会及
び日本橋医師会の協力を得て、新たに「PCR 検査セ
ンター」を設置。
設置場所は中央区休日応急診療所

（佃 2-17-8）
●問合せ先
中央区保健所
電話：03-3541-5930

中央区新型コロナウイルス総合案内（コールセンター）設置
区民や区内事業者の皆さんの新型コロナウイルス感
染症に関わる疑問や不安などについて、電話による
相談・問い合わせを受けるコールセンターを設置。
受付は平日の 9:00 〜 17:00 まで
電話：03-6281-5070

●問合せ先
危機管理課危機管理担当
電話：03-3546-5087

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定申請を受け付け
この制度に基づき中央区の認定を受けると、信用保
証協会が一般保証及びセーフティネット保証とはさら
に別枠となる融資額の 100％を保証。信用保証協会
に提出する認定書はコピーでも差し支えないので、

基本的に再発行の必要なし。令和 2 年 1 月 29 日以降に既に発
行した認定書についても、令和 2 年 8 月 31 日まで利用可。
●問合せ先
商工観光課相談融資担当
電話：03-3546-5333
FAX：03-3546-2097

テレワーク等のための
中小企業の設備投資税制

経営力向上計画に
基づきテレワーク
等のための設備取
得等をした場合に、

中小企業経営強化税制の適用
を受けることができ、設備の
即時償却又は設備投資額の税
額控除をすることができる。

消費税の課税選択の
変更に係る特例

新型コロナウイル
スの影響を受けて
いる事業者で要件
に該当する時は税

務署に申請し、承認を受けるこ
とにより課税期間の開始後で
あっても、課税事業者を選択
する（又はやめる）ことが可能。

特別貸付けに係る消費貸借に
関する契約書の印紙税の非課税

新型コロナウイル
ス感染症により経
営に影響を受けた
事業者に対して行

う特別な貸付けに係る契約書
の印紙税を非課税とする。

（注） 既に契約を締結し印紙税を納付
した者に対しては、遡及的に適
用し、還付を行う。

地方税法の改正
（納税者等への影響緩和を図るための措置）

新型コロナウイル
スの影響により令
和 2 年 2 月以降の
収入に相当の減少

があり、納税することが困難で
ある事業者に対し、無担保か
つ延滞金なしで 1 年間徴収を
猶予する。

新型コロナウイルスの影響が影を落とす中、東印工組京橋支部の株式会社セントラルプロ
フィックスさんが頑張っています。
従来商品の自立式ポップを新型コロナウイルス感染防止呼びかけ用のイメージに変えたり、
新しく「オリジナル抗菌マスクケース」を発売。そしてサインディスプレイ分野の専門知識
を生かし「飛沫防止用コロナウイルス・プロテクションパネル」の販売を開始したところ、希
望サイズにカスタマイズできる事、消毒用アルコールに耐性がある事、難燃性の部材を使
用している事などから、飲食店をはじめ企業からも問合せや注文が増えているそうです。

株式会社セントラルプロフィックス
https://www.central-p.co.jp
TEL：03-3555-0671

税金
関係

税金
関係

税金
関係

税金
関係

▲詳細 PDF ▲詳細 PDF ▲詳細サイト ▲徴収の猶予制度の特例 PDF

中央区の新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援・緊急融資、他

融資
貸付

融資
貸付

▲詳細サイト

▲詳細サイト 詳細サイト▶︎

詳細サイト▶︎

その他 その他

コロナに
負けず

頑張っ
てます！

▲オリジナル抗菌マスクケース
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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金［特例］
新型コロナウイルス感染症による影響を受け、サプ
ライチェーンの毀損等に対応するための設備投資等
を行う事業者について、設備投資等を支援。

●問合せ先（感染拡大防止のためコールセンター大幅縮小につき、原則メールにて照会）
ものづくり補助金事務局（全国中小企業団体中央会）

補助金

令和 2 年度 新型コロナウイルス感染症緊急対策設備投資支援事業
新型コロナウイルスをはじめとする感染症予防や対策のための事業活
動に取り組む都内中小企業を支援するため、都内中小企業が、感染
症対策関連商品の製造に必要となる機械設備などの新たな購入、搬
入・据付などに要した経費の一部を助成。

上記で紹介の業態転換支援の他、「非対面型サービス導入支援事業」や「新型コ
ロナウイルス感染予防対策ガイドラインに基づく対策実行事業」などがある。
●申請・問合せ先
公益財団法人東京都中小企業振興公社
企画管理部 設備支援課
〒101-0025
千代田区神田佐久間町 1-9 東京都産業労働局 秋葉原庁舎
電話：03-3251-7884

新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措
置による「雇用調整助成金」等を利用し、非常時に
おける勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組む中
小企業等に奨励金を支給。

●申請書類送付先・問合せ先
東京都産業労働局雇用就業部労働環境課
雇用環境整備促進窓口
東京都新宿区歌舞伎町２丁目４２番１０号 ５階
電話：03-6205-6703
受付：8:30 〜 17:15

飲食事業者の業態転換支援（新型コロナウイルス感染症緊急対策）事業
売り上げ確保に向けた新たな取り組みを支援 !　新型コロナウイルス感染症の流行によ
り、大きく売上が落ち込んでいる都内中小飲食事業者が、新たなサービスとして「テイ
クアウト」「宅配」「移動販売」を始める場合、経費の一部を助成。

●問合せ先
公益財団法人東京都中小企業振興公社 
経営戦略課 業態転換担当
電話：03-5822-7232
受付：平日 9:00 〜 16:30
E メール : senryaku_josei@tokyo-kosha.or.jp

助成金

東京都の支援制度

▲詳細サイト

▲詳細 PDF ▲詳細 PDF ▲概要サイト ▲詳細サイト

新型コロナウイルス感染症
対応緊急融資

新型コロナウイル
ス感 染 症により、
事業活動に影響を
受けている東京都

内の中小企業者および組合の
方々に、事業継続や経営の安
定を図るため、長期かつ低利で
の融資。
●問合せ先
東京都産業労働局金融部金融課
電話：03-5320-4877

新型コロナウイルス感染症
対応緊急借換

すでに保証協会の
保証付融資を受け
ていて、新型コロ
ナウイルス感染症

により事業活動に影響を受けて
いる都内の中小企業者および
組合の方々に、現在の保証付
融資の借り換えを支援。
●問合せ先
東京都産業労働局金融部金融課
電話：03-5320-4877

新型コロナウイルス感染症
対応危機対応融資

大規模な経済危機
や災害などの被害
を受けた方に、運
転資金や設備資金

として経営の安定化に活用いた
だける融資制度。新型コロナウ
イルスも対応。
●問合せ先
東京都産業労働局金融部金融課
電話：03-5320-4877

中小企業従業員融資
（新型コロナウイルス感染症緊急対策）

新型コロナウイルス
感染症の影響によ
る休業での収入減
などに対し、中小企

業にお勤めの方の生活の安定を
図るため、実質無利子の融資。
※個人事業主の方は本制度の非対象

●問合せ先
東京都産業労働局 雇用就業部
労働環境課 勤労者支援担当
電話：03-5320-4653

融資
貸付

融資
貸付

融資
貸付

融資
貸付

▲詳細サイト

助成金

奨励金

▲詳細サイト ▲詳細サイト公募要領問合せメール 申請操作に関する問合せメール

繊維関係の会社ですが、
通常の注文の電話が無
いばかりか、毎年あった盆
踊りのための「ゆかた地」
の注文も今年は殆どない
状態。年齢的にもそろそろ
廃業してしまおうかと考えて
います。

（小売業）

会 員 の 声

街に人通りが少なく、お店
を開けても客数は4月頃
の1/3程度。夜も宴会
の予約がなくなり、固定費・
従業員の賃金の支払いに
頭が痛い。　	（飲食業）

会 員 の 声
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都税における猶予制度
新型コロナウイル
ス感染症の影響に
より、収入が大幅
に減少した、消毒

作業による備品の廃棄により相
当な損失が生じた、などの理由
で期限内の都税支払いが困難
になった方を対象に徴収猶予。
●利用・申請方法
納税通知書の発送以後、また
は都税の申告以後に、所管の
都税事務所まで申請。

新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）
厚生労働省がリリースしたスマホ用新型コロナウイルス接触確認アプリ

（COCOA）。利用者の同意を前提に、スマートフォンの Bluetooth を
利用し、プライバシーを確保して陽性者と接触した可能性について、通
知を受けることができる。利用者は、陽性者と接触した可能性が分かる
ことで、検査の受診など保健所のサポートを早く受けることができる。
利用者が増えることで、感染拡大の防止につなげる狙い。

●インストール●
iOS 用（13.5 以上） Android 用（6.0 以上）

国の新型コロナウイルス感染症対策「支援情報」まとめサイト
内閣官房

支援情報ナビ
困っている事柄から利用できる支

援策を探せるサイト
支援内容や問合せ先等が

一目でわかる PDF
事業だけでなく、生活自体を支え

るための支援策まとめ PDF
新型コロナウイルス関連の

情報をまとめたサイト

各種支援制度の
ご案内

厚生労働省
生活を支えるための支援

首相官邸
お役立ち情報まとめ

税金
関係

経営に関する専門家派遣
新型コロナウイル
ス感染症により経
営面の影響を受け
ている中小企業（飲

食店等の個人事業主含む）に
皆さまの課題解決をご支援す
る専門家を無料で派遣。
●問合せ先

（公財）東京都中小企業振興公社
新型コロナウイルスに関する
特別相談窓口
電話：03-3251-7881

行政手続の延長・免責
条例などに基づく
手続きを、新型コ
ロナウイルス感染
症のまん延の影響

を受けた方が行う場合に、期間
の延長または義務の免責。
●問合せ先
東京都総務局行政改革推進部
行政改革課
電話：03-5388-2321
行政改革課都政改革担当
電話：03-5320-7905

上下水道料金の支払い猶予
個人・法人問わず、
新型コロナウイル
ス感染症の影響に
より収入が減少し

一時的に上下水道料金を期限
内に支払うことが困難になった
方を対象に支払い期限を猶予。
●問合せ先
水道局お客さまセンター
電話：03-5326-1101
FAX：03-3344-2531（23 区）
FAX：042-548-5115（多摩地区）

その他 その他 その他

▲詳細サイト ▲詳細サイト ▲詳細・問合せ・申請先一覧 PDF

▲専用サイト ▲詳細サイト

▲詳細サイト

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている個人への支援

▲特殊な事情のある方へ

特別定額給付金
基準日（令和2年4月27日）
時点で住民基本台帳に記録
されている方（外国人含む）
全員に一律 10 万円給付。

●問合せ先
特別定額給付金コールセンター
フリーダイヤル 0120-26-0020
応答時間：9:00 〜 20:00（休日問わず）
●聴覚障害者相談窓口（FAX 対応）
FAX：03-5253-547

住居確保給付金
収入減で家賃支払
いに困り住居を失
う恐れのある方の
家賃を、賃貸住宅

の賃貸人等へ自治体から直接
支給（上限あり）。
●問合せ先
住居確保給付金相談コールセンター
0210-23-5572
受付 9:00 〜 21:00（毎日）

休業・離職者への特例貸付
休業や離職で、一時的な生活資金にお困り
の方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金

（生活支援費）の特例貸付を実施。
●問合せ先
居住地の区市町村社会福祉協議会

（右記 QR コード参照）

給付金 給付金

▲詳細サイト

融資
貸付

コロナなんかに負けないぞ！



新型コロナウイルスのため、テレワークの導入とともに増えたのが
WEB会議。「オンラインミーティング」「オンライン会議」「ビデオ会議」
とも呼ばれる WEB会議は、音声や映像でコミュニケーションが取れるので離れた場所でも「会議」ができます。
WEB会議のツールとして利用者が急増している人気の「Zoom」をご紹介します。

1 https://zoom.us/
右上の「サインアップ
は無料です」を押す。

4届いたメールの「アク
ティブなアカウント」か
URL を押す。

Zoomはオンラインで会議やセミナーを
することを目的に作られたアプリ

必要なものはインターネット環境と、パソコンかスマホ・
タブレットのいずれかだけ。なお、会社の会議などはスマ
ホやタブレットよりも、効率良く行うことに適したパソコン
での利用を推奨します。

Zoomは現在メインの機能が13ありますが、全て対応し
ているブラウザは「Chrome」です。「Internet Explorer」
は現時点では対応する機能が少ない様です。

インストールやアカウントは必要？
ホスト（主催者）はアカウントの取得（無料）とパソコ

ンに「ミーティング用Zoomクライアント」をインストー
ルする必要があります。

招待者（参加者）は、機能制限はありますがインストー
ルもアカウントも不要です。ホスト以外はアカウントを必要
としないため、招待者への負担が少なくWEB会議に参加
してもらえます。

スマホやタブレットで参加する場合は「Zoom Cloud 
Meetings」というスマホ用Zoomアプリのインストールが
必要で、その際にアカウントを作ることになります。

●パソコンでのインストール方法
Zoomサイト（https://zoom.us/）の一番下に「ダウ

ンロード」という項目があります。
「ミーティング用Zoomクライアント」をダウンロードし、

ダウンロードしたファイルをクリックすればインストール完
了です。
●モバイル端末でのインストール方法

iPhone・iPad は「App Store」、Android は「Google 
Play」で「zoom」というキーワードで検索し、「Zoom 
Cloud Meetings」というアプリをダウンロードします。ダ
ウンロードすればそのままインストールされます。

Zoom の利用料金は？
ホストは招待者の人数や利用時間に応じて、無料プラ

ンか有料プラン（3種類）を選べます。
無料プランでも最大100人の招待者を扱えますし、1対

1のミーティングなら時間制限無しで利用できます。
ただし、無料プランは3人以上のグループミーティング

は40分間までという時間制限があるので、主催するWEB
会議の規模や必要な時間に応じて、それに対応する有料
プランを検討してみてはいかがでしょうか。
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アカウント登録方法（パソコン）
3メールアドレスを入力

して「サインアップ」
を押すと登録したアド
レスに Zoom からメー
ルが届く。

WEB会議でよく使われている
話題のZ

ズーム

oomってどういうもの？

この 3 つから選んで
サインインするのは、
少々厄介なのでやめま
しょう。

ホスト：WEB会議の主催者／招待者：ホストに招待された参加者／MTG：ミーティングの略／チャット：LINEやメッセンジャーの
ようなテキストでの会話／ミュート：映像や音声をオフにする設定／ウェビナー：ウェブとセミナーを合わせた造語Zoomでよく使う用語

7仲間を増やすのは後回
しにして、「私はロボッ
トではありません」に
チェックを入れて、「手
順をスキップする」を
押す。

2検証のための生年月日
を入力する画面が出る
ので、入力して「続ける」
を押す。

5あなたが学校代表者で
なければ「いいえ」を
選択して、「続ける」を
押す。

6名前・姓・パスワード（大
文字小文字英数字で合計
8 文字以上）を入力して「続
ける」を押す。

8アカウント登録は完了。
「マイアカウントへ」を
押すと自分のアカウント
ページが表示される。

※欄外右側の▶印は2穴開けのセンター位置です。


