
働き方改革やテレワークを推進したい❹

人材の確保・育成を図りたい❸

ワンストップ総合相談窓口1
まずはご相談を！経営・金融、法律、ＩＴ関連、税務、悪質クレーム対応
等の様々な分野の相談に経験豊富な専門家が無料で対応

（公財）東京都中小企業振興公社
　　　　　同　　　総合支援課　☎03-3251-7881・2
　　　　　同　　　城東支社　　☎03-5680-4631
　　　　　同　　　城南支社　　☎03-3733-6284
　　　　　同　　　多摩支社　　☎042-500-3901

（公財）東京都中小企業振興公社 HP
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/soudan/index.html

専門家の派遣2
個々の課題の解決にあった民間の専門家が企業の現場へ出向いてアドバイ
スを実施

（公財）東京都中小企業振興公社　総合支援課　　 ☎03-3251-7881・2

小規模事業者に対する経営相談・記帳指導等3
お近くの商工会・商工会議所で経営のあらゆる分野の相談や、都の中小企
業支援の紹介を無料で行うほか、記帳指導等を実施
各地域の商工会・商工会議所

経営革新計画の申請4
新事業に取り組み経営の向上を図る経営計画書を都が承認。経営目標が明
確になり、承認企業には低利融資等の支援策も用意

（申請書の提出について）
　（公財）東京都中小企業振興公社　総合支援課　　　 ☎03-3251-7881
　東京商工会議所　中小企業相談センター　　　　　 ☎03-3283-7700
　東京都商工会連合会　経営革新室　　　　　　　　 ☎042-500-3886
　商工部　経営支援課　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4784

（制度全般について）
　商工部　経営支援課　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4795

中小企業への経営診断や課題解決支援
〜中小企業活力向上プロジェクトネクスト〜

5

中小企業診断士による経営診断を実施。また、希望により専門家を派遣し、
課題解決までを切れ目なく支援（無料）

各地域の商工会・商工会議所

中小企業SDGs経営推進事業　　NEW6
SDGs 経営を推進するための施策を展開し、企業の中長期的な成長を促進
するとともに企業価値や競争力の向上を図る

（公財）東京都中小企業振興公社　経営戦略課　　　     ☎03-5822-7232

東京都企業立地相談センター7
専門のアドバイザーが不動産事業者や区市町村等と連携し、事業用物件情
報や各種支援制度等の情報をワンストップ（無料）で提供
東京都企業立地相談センター HP
https://ilsc.tokyo

女性経営者等の活躍促進事業8
女性経営者の活躍を促進するための知識・ノウハウの習得やネットワーク
構築に対する支援を実施
商工部　創業支援課　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-7572

明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業（助成金）　　NEW9
下請中小企業が行う技術・サービスの高度化・高付加価値化に向けた技術
開発等に要する経費の一部を助成
東京都中小企業団体中央会　支援事務局　　　　　　 ☎03-6278-7936

下請取引等への相談10
専門相談員や弁護士による無料の企業間の取引の相談及び調停・あっせん
を行い、取引上の問題を解決するとともに、講習会を開催

（公財）東京都中小企業振興公社　下請センター東京　 ☎03-3251-9390
　　　　同　　　　下請センター東京　多摩支援室　 ☎042-500-3909

BCP（事業継続計画）の策定支援11
大地震等が発生した際に、速やかに事業を継続できるよう無料のセミ
ナーやコンサルティング（有料）を実施し、BCPの策定を後押し

（公財）東京都中小企業振興公社　総合支援課　　　　 ☎03-3251-7881

中小企業サイバーセキュリティ対策の普及促進12
サイバーセキュリティ対策に関する情報発信や相談を実施
商工部　経営支援課　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4773
ポータルサイト　　　　　https://cybersecurity-tokyo.jp/

危機管理対策促進事業（助成金）13
BCPの実践、サイバーセキュリティ対策、節電対策、東京2020大会期間中
のTDM対応に必要な設備機器設置等に要する費用の一部を助成

（公財）東京都中小企業振興公社　設備支援課　　　　  ☎03-3251-7889

人材確保支援14
中小企業の人材確保に関する相談窓口を設置し、多様な人材の活用方法等
に関するコンサルティング支援やセミナーを実施

（事業全体について）
　雇用就業部　就業推進課　　 　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4628

（人材確保等の相談について）
　（公財）東京しごと財団　雇用環境整備課　　　　　 ☎03-5211-2174

（企業による保育施設の設置について）
　（公財）東京しごと財団　雇用環境整備課　　　　　 ☎03-5211-2172

人材戦略マネジメント支援15
中長期的な人材戦略を考える中小企業向けに、経営者向けセミナーや人材
戦略講座、専門家派遣によるコンサルティング支援を実施
雇用就業部　就業推進課 　　　　　　　　　　　　　☎03-5320-4628

在職者向け訓練（能力向上訓練）16
中小企業等で働く在職者を対象に、スキルアップや資格試験対策講座を実
施（コースの一部は企業単位で申込可能）
雇用就業部　能力開発課　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4719

生産性革新スクール・インストラクター派遣17
生産管理や現場改善指導等を学習するスクールを実施するとともに、イン
ストラクター派遣により現場改善を支援

（公財）東京都中小企業振興公社　経営戦略課　　　　 ☎03-5822-7250

中小企業の外国人材受入支援18
外国人材の受入を考える中小企業を支援。相談対応やセミナー、合同企業
説明会等を実施
雇用就業部　就業推進課 　　　　　　　　　　　　　☎03-5320-4628

経営人財NEXT2019
自社を牽引・変革する経営人材の育成に向け、自社の強みやビジョンを学
ぶ講座や個別支援を実施

（公財）東京都中小企業振興公社　企業人材支援課　　☎03-3251-7904

各種セミナー・講習会の実施20
都内中小企業を対象に、多彩なセミナー・講習会を常時開催

（公財）東京都中小企業振興公社　HP
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/seminar.html

（地独）東京都立産業技術研究センター HP
https://www.iri-tokyo.jp/site/jinzai/seminar-annai.html

東京テレワーク推進センター21
東京テレワーク推進センターにおいて、テレワークに関する情報提供、相
談・助言等の実施
東京テレワーク推進センター　　　　　　　　　　　 ☎03-3868-0708

ワークスタイル変革コンサルティング23
業務改善とＩＣＴに精通した専門家の派遣を通じて、テレワークの導入や
活用拡大等に向けた業務の洗い出しや働き方の見直し・改善をサポート
ＴＯＫＹＯライフ・ワーク・バランス推進窓口　　　　　 ☎03-3868-3401

働き方改革推進事業
（「TOKYO働き方改革宣言企業」制度含む）

22

働き方改革に取り組んだ企業への奨励金の支給や生産性向上に向けた専門
家派遣などを実施
ＴＯＫＹＯライフ・ワーク・バランス推進窓口　　　　　 ☎03-3868-3401

ＴＯＫＹＯイチオシ応援事業
〜地域の魅力を活かした新ビジネス創出事業〜

44

地域資源を活用した新製品・新サービスの開発・改良に要する経費の一部を助成
（公財）東京都中小企業振興公社　助成課　　　　  ☎03-3251-7894・5

テレワーク導入促進整備補助事業（はじめてテレワーク）24
ワークスタイル変革コンサルティング等を受けた企業に対し、テレワーク
のトライアル導入に必要な経費を支援

（公財）東京しごと財団　雇用環境整備課　　　　　　 ☎03-5211-1756
テレワーク活用・働く女性応援事業（テレワーク活用推進コース）25
テレワークの導入に必要な情報通信機器の導入経費やサテライトオフィス
利用に必要な経費を支援

（公財）東京しごと財団　雇用環境整備課　　　　　　 ☎03-5211-2397
サテライトオフィス設置等補助事業26
市町村部において新たに設置するサテライトオフィスの整備費及び運営費
（2年分）を補助
雇用就業部　労働環境課　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4657
働きやすい職場環境づくり推進事業27
育児・介護、病気治療と仕事の両立など、従業員が働きやすい職場環境を
整備するため、奨励金と研修による支援や専門家派遣を実施
労働相談情報センター企業支援担当　　　　　　　　 ☎03-5211-2248

中小企業制度融資28
中小企業が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、東京信用保証協会
が保証を行うことで、借入を円滑にする融資制度
金融部　金融課　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4877

東京プラスサポート融資制度29
地域の金融機関や民間保証機関と連携し、中小企業の資金調達を東京都が
独自に支援する融資制度
金融部　金融課　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4877

東京都動産・債権担保融資（ＡＢＬ）制度30
不動産に頼らず、中小企業が保有する機械・設備や売掛債権、在庫等の資
産を担保として活用した融資制度
金融部　金融課　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4877

女性・若者・シニア創業サポート事業31
女性・若者・シニアによる創業を支援するため、信用金庫・信用組合を通
じた低金利・無担保の融資と経営サポートを併せて提供
ＮＰＯ法人コミュニティビジネスサポートセンター（ＣＢＳ）
女性・若者・シニア創業サポート事業担当　　　　　 ☎03-5939-9503

債権譲渡による資金調達支援　　NEW32
小口資金を円滑に調達できるよう、手数料補助等により、中小企業が保有
する売掛債権の譲渡による資金調達を支援
金融部　金融課　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4877

クラウドファンディングを活用した資金調達支援33
創業や新製品開発、ソーシャルビジネス等を後押しするため、手数料の一
部補助などによりクラウドファンディング活用を支援
金融部　金融課　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4804

ICTに関する相談34
ICTを活用した生産性向上の取組について、専門家が無料でアドバイスを実施

（公財）東京都中小企業振興公社
（IoT,AI 導入活用支援）　総合支援課　　　　　　　　 ☎03-3251-7881

生産性向上のためのIoT、AI、ロボットの導入支援35
専門家による適正な機器の導入に係る事前診断や最適機器の提案、人材育
成支援に加え、ICTツール導入費用の一部を助成
（公財）東京都中小企業振興公社
　（IoT、AI導入活用支援）総合支援課　　　　　　　 ☎03-3251-7881
　（ロボット導入活用支援）経営戦略課　　　　　　　☎03-5822-7250
　（ICT人材育成）企業人材支援課　　　　　　　　　 ☎03-3251-7904 
　（ICTツール導入助成）設備支援課　　　　　　　　 ☎03-3251-7889
ポータルサイト　https://iot-robot.jp

設備投資に対する助成金〜革新的事業展開設備投資支援〜36
更なる発展に向けた競争力の強化や成長産業分野への参入などを目指す際
に必要となる最新機械設備の購入経費の一部を助成

（公財）東京都中小企業振興公社　設備支援課　　　　 ☎03-3251-7884

データ活用サポートプログラム〜データ活用促進支援〜37
顧客データ等の利活用を図る中小サービス事業者を対象に専門家により
データ保管や分析の実践支援を実施

（公財）東京都中小企業振興公社　経営戦略課　　　　 ☎03-5822-7234

5Gによる工場のスマート化モデル事業　　NEW38
５Ｇの活用により工場の生産性向上やビジネスの革新等を図る中小企業の
導入費用を助成

（公財）東京都中小企業振興公社　経営戦略課　　　　 ☎03-5822-7232

東京都立産業技術研究センター39
まずはご相談を！技術相談、設備の開放、依頼試験、試験結果証明書の発
行、情報提供等の総合的な技術支援を実施

（地独）東京都立産業技術研究センター　　本部　　  ☎03-5530-2140
　　　　　　同　　　　　　　　　　城東支所   　 　☎03-5680-4632
　　　　　　同　　　　　　　　　　墨田支所  　 　 ☎03-3624-3731
　　　　　　同　　　　　　　　　　城南支所 　 　  ☎03-3733-6233
　　　　　　同　　　　　　多摩テクノプラザ　　　 ☎042-500-2300

製品開発着手支援助成事業40
社外資源（他企業・大学・公的試験研究機関等）を活用した開発初期段階
の製品・技術の技術的課題の検証に要する経費の一部を助成

（公財）東京都中小企業振興公社　助成課　　　　  ☎03-3251-7894・5

新製品・新技術開発助成事業41
実用化の見込みのある新製品・新技術の自社開発に要する経費の一部を助成

（公財）東京都中小企業振興公社　助成課　　　　  ☎03-3251-7894・5

製品改良/規格適合・認証取得支援助成事業42
市場ニーズへ適合させるために行う製品改良や規格適合・認証取得（ISO、
IEC、CEマーキング等）に要する経費の一部を助成

（公財）東京都中小企業振興公社　助成課　　　　  ☎03-3251-7894・5

事業化チャレンジ道場〜ものづくりイノベーション企業創出道場〜43
プロによる講座やアドバイスを通じて、企画・試作段階から量産・販売の
事業化までの各ステップを一連の流れで経験できる実践支援

（公財）東京都中小企業振興公社　城南支社　　　　　 ☎03-3733-6284
                    同                      多摩支社　　　　　 ☎042-500-3901

伝統工芸品の国内外へのＰＲ45
伝統工芸品の技術を活用し、現代のライフスタイルや感覚にあったデザイ
ンや機能を持つ新たな商品の開発支援とその普及支援を実施
商工部　経営支援課　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4659

（公財）東京都中小企業振興公社　城東支社　　　　　 ☎03-5680-4631

先進的防災技術実用化支援（助成金）46
自社で開発・製造した都市の防災力を高める優れた技術、製品、試作品の
実用化及び販路開拓に係る経費の一部を助成

（公財）東京都中小企業振興公社　助成課　　　　  ☎03-3251-7894・5

プラスチック代替素材を活用した開発普及プロジェクト47
使い捨てプラスチック対策として汎用プラスチック代替製品の研究開発を
行い、環境にやさしい製品の量産化・事業化を支援

（地独）東京都立産業技術研究センター　経営企画部経営企画室　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ☎03-5530-2426

中小企業の5G・IoT・ロボット普及促進事業　　NEW48
ローカル５G環境を整備し技術的な支援を行うとともに、IoT やロボット
など５Ｇを活用できる分野とともに製品開発等を支援

（地独）東京都立産業技術研究センター　経営企画部経営企画室　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ☎03-5530-2426

バイオ基盤技術を活用したヘルスケア産業支援49
バイオ技術を活用した研究や、依頼試験・機器利用により、化粧品や食品
等の製品開発に取り組む中小企業を支援

（地独）東京都立産業技術研究センター　経営企画部経営企画室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ☎03-5530-2426

経営の強化・改善を図りたい❶

設備導入・ICT化を図りたい❻

資金を調達したい❺

製品開発やサービス創出を図りたい❼

危機管理対策を図りたい❷



知的財産・デザインの活用を図りたい❽

医療機器産業への参入支援50
研究会やデータベース等を通じて都内ものづくり中小企業と製販企業との
マッチングを支援するほか、医療機器開発経費の一部を助成

（公財）東京都中小企業振興公社　取引振興課
　（制度全般について）　　　　　　　　　☎03-5201-7323
　（助成金について）　　　　　　　　　　☎03-3251-7883

（公財）東京都中小企業振興公社　HP
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/medical/index.html

イノベーション多摩支援〜産産・産学公の連携強化〜51
多摩地域に蓄積された高度な技術力や知的資源を活かした中小企業と他企
業、大学、研究機関との連携を総合的に支援

（公財）東京都中小企業振興公社　多摩支社　　　　　 ☎042-500-3901

多摩ものづくりコミュニティ組成支援　　NEW52
中小企業のコミュニティを組成し、大手企業等への提案に向けたハンズオ
ン支援及び技術・製品開発等の費用を一部助成

（公財）東京都中小企業振興公社　多摩支社　　　　　 ☎042-500-3901

次世代イノベーション創出プロジェクト2020（助成金）53
都が定めるテーマに基づき、他企業等と連携して取り組む大規模な技術・
製品開発に要する経費の一部を最大 3年間助成

（公財）東京都中小企業振興公社　助成課　　　　  ☎03-3251-7894・5
商工部　創業支援課　　　　　　　　　　　　　　☎03-5320-4745

未来を拓くイノベーションTOKYOプロジェクト（助成金）54
民間資金を活用し、大企業等も巻き込んで事業化する波及効果の高い先進
的なプロジェクトに対して 3年間・最大 5億円を補助
商工部　創業支援課　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4694

革新的サービスの事業化支援55
新たなビジネスモデルの創出などに取り組む企業に対して、人材の育成・
事業計画の策定・経費の一部助成等の支援を実施

（公財）東京都中小企業振興公社　
　（助成金等の事業化支援）経営戦略課　　　　　　　 ☎03-5822-7232
　（スクール等の人材育成）企業人材支援課　　　　　 ☎03-3251-7904

東京都知的財産総合センター56
特許・商標等に関する国内外の相談に専門知識と経験を有するアドバイ
ザーが無料で対応するほか、シンポジウム等により普及啓発

知財戦略導入支援（ニッチトップ育成支援）57
知財管理体制の整備などを、最大 3年間に亘る相談・助言等により支援。
また、外国への知的財産出願等に係る費用の一部を助成

デザイン経営支援　　NEW59
デザイン経営スクール、デザイン導入セミナー、デザイン無料相談、マッ
チングによる中小企業とデザイナーの協働促進等を実施
商工部　創業支援課　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4763

（公財）東京都中小企業振興公社　経営戦略課　　　　  ☎03-5822-7250

東京デザインコンペティション事業60
中小企業とデザイナーとの協働による企画提案型デザインコンペティ
ションを実施し、デザインを活用した新ビジネスの創出を支援
商工部　創業支援課　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4763

（公財）日本デザイン振興会　　　　　　　　　　　　  ☎03-6743-3777

中小企業世界発信プロジェクト61
受発注のマッチングサイト「ビジネスチャンス・ナビ2020」の運営や展
示会出展への助成など受注機会の拡大や販路開拓を支援

（公財）東京都中小企業振興公社　
中小企業世界発信プロジェクト推進協議会事務局　　 ☎03-5822-7239

販路拡大助成事業〜ネクスト・目指せ！中小企業経営力強化事業〜62
売上減少企業等が国内外の展示会に出展する際にかかる小間料やWEBサ
イト制作費等の広告費の一部を助成

（公財）東京都中小企業振興公社　助成課　　　　  ☎03-3251-7894・5

市場開拓助成事業63
都及び公社による一定の評価又は支援を受け開発した製品等の展示会出展
等費用の一部を助成

（公財）東京都中小企業振興公社　助成課　　　　  ☎03-3251-7894・5

中小企業の見本市〜産業交流展〜【2020年11月4〜6日（予定）】64
首都圏の個性溢れる中小企業の優れた技術や製品を一堂に展示する国内最
大級の見本市、6月上旬出展者募集開始予定

産業交流展2020実行委員会事務局（商工部調整課内） ☎03-5320-4672

日本各地と連携した商談会の開催〜地域連携型商談機会創出事業〜65
都内中小企業と地方の企業とが受発注や技術連携のための商談・交流会を
行う機会を創出。都内企業には旅費や宿泊費等の補助あり
東京商工会議所　サービス・交流部　　　　　　　　 ☎03-3283-7804

中小企業ニューマーケット開拓支援66
大手商社やメーカー等のOBが持つネットワークや市場情報を活用し、新
製品・新技術の販路開拓及びマーケティング戦略策定を支援

（公財）東京都中小企業振興公社　経営戦略課　　　　 ☎03-5822-7234

中小企業プロモーション支援67
大手企業ＯＢや中小企業診断士等の専門家が、効果的な自社ＰＲの作成や
プロモーション戦略策定を支援し、中小企業の更なる販路開拓をサポート

（公財）東京都中小企業振興公社　経営戦略課　　　　 ☎03-5822-7234

東京都トライアル発注認定制度〜新事業分野開拓者認定制度〜68
都内中小企業者が生産・提供する新商品等を都が認定して PR等を行うと
ともに、その一部を試験的に購入し評価
商工部　創業支援課　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4745

世界発信コンペティション69
都内中小企業が開発した革新的で将来性のある製品やサービスを表彰し、
開発・販売等奨励金の贈呈や広報活動を実施
商工部　創業支援課　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4763

航空機産業への参入支援（TMAN）70
商談マッチング、国内外展示会への出展、認証取得等の支援を実施
商工部　創業支援課　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4762

都内アニメ産業の海外進出ステップアッププログラム71
海外進出に必要な知識・スキルを習得するセミナー等を開催するほか、海
外の展示会出展や商談・ピッチ（売込み）の機会を提供
商工部　経営支援課　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4798

東京都産品の販売・PR活動支援
〜Ｂｕｙ ＴＯＫＹＯ推進プロジェクト〜

72

国内外へ東京都産品を販売・PRする新たな取組に対する経費補助に加え、
専門家による販売促進等のアドバイスを最大２か年度実施
商工部　経営支援課　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4726

海外展開総合支援73
ワンストップ相談窓口での助言や海外に精通したナビゲータによるビジネ
スマッチング支援、企業の人材育成等を総合的に支援（無料）

（公財）東京都中小企業振興公社　国際事業課　☎03-5822-7241
（公財）東京都中小企業振興公社　国際事業課　HP
https://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/about/index.html

ASEAN展開サポート事業74
公社タイ事務所とインドネシア、ベトナムのサポートデスクにおいて、相
談対応や情報提供、ビジネスマッチング支援を実施

（公財）東京都中小企業振興公社　国際事業課　　　　  ☎03-5822-7241

海外企業連携プロジェクト75
セミナーの開催や個別マッチング、展示会への出展支援を通じて海外企業
との生産委託や技術提携を促進

（公財）東京都中小企業振興公社　国際事業課　　　　 ☎03-5822-7241

海外拠点設置等戦略サポート事業76
海外拠点開設等を目指す都内中小企業が事業計画に基づき海外展開を図れ
るよう、きめ細かに支援

（公財）東京都中小企業振興公社　国際事業課　　　　 ☎03-5822-7241

現地幹部人材育成支援　　NEW77
海外拠点での競争力・生産性の向上を図るため、拠点経営を主体的に担え
る現地幹部人材の登用・育成を促進

（公財）東京都中小企業振興公社　国際事業課　　　　 ☎03-5822-7241

金融機関と連携した海外展開支援78
金融機関が日本貿易振興機構（JETRO）等と連携し、海外展開の相談・
情報提供から資金調達、実行までを一貫して支援
金融部　金融課　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4877

成長産業分野の海外展示会出展支援　　NEW79
世界最大級の海外展示会（医療関連機器・スポーツ用品等）への出展を通
じ、優れた製品・技術を世界に発信するとともに海外市場への参入を支援
商工部　経営支援課　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4798

小規模事業者に対する事業承継等の支援〜地域持続化支援〜81
事業承継等の課題解決を支援するため、都内７か所の拠点において、相談
や専門家派遣を無料で実施
東京商工会議所（区部）　ビジネスサポートデスク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京東）　　 ☎03-4346-1973
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京西）　　 ☎03-4346-1961
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京南）　　 ☎03-6324-4139
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京北）　　 ☎03-4346-5523
東京都商工会連合会（多摩島しょ）　
　T² BASE 多摩・島しょ経営支援拠点　　　　　　　☎042-540-0130
町田商工会議所（多摩）　
　多摩ビジネスサポートセンター　　　　　　　　　 ☎042-732-3920
東京都中小企業団体中央会（団体）　　　　　　　　　 ☎03-3542-0318

事業承継税制の対象者認定83
中小企業の後継者が取得した非上場株式等に係る贈与税・相続税の一部又
は全部を納税猶予する特例制度の対象者認定を実施
商工部　経営支援課　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4785

事業承継時の金融支援措置認定84
事業承継に伴い必要となる資金を調達する際に適用される金融支援制度の
対象者認定を実施　
金融部　金融課　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4877

地域金融機関による事業承継促進82
地域金融機関が中小企業を訪問し、専門家派遣による承継計画の策定から
承継計画の実行に必要な資金調達まで一貫した支援を提供
金融部　金融課　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4604

TOKYO創業ステーション85
起業を希望する方に対し、セミナー、イベント、起業経験者による相談、
ビジネスプラン作成支援、融資相談等のサービスを提供
Startup Hub Tokyo　　　　　　　　　　　　　　　☎03-6551-2470

（公財）東京都中小企業振興公社　創業支援課　　　　 ☎03-5220-1141

TOKYO創業ステーションTAMA　　NEW86
丸の内にあるTOKYO創業ステーションを令和２年６月頃に立川にも開
設。一部を除く主要サービスはそのままに、多摩独自の支援も展開
未定
※準備が整い次第、TOKYO 創業ステーション統合 HP にて公開予定。
https://startup-station.jp

インキュベーション施設の提供87
都内創業を目指す又は創業間もない中小企業にインキュベーション施設を
提供するとともに、入居者の様々な相談に対応

（公財）東京都中小企業振興公社　多摩支社　　　　　 ☎042-500-3901
　　　　　　　　　　　　　　　創業支援課　　　　   ☎03-5220-1141
TCIC 事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎03-3383-4616

青山スタートアップアクセラレーションセンター88
起業間もない方に対し、メンター・先輩起業家のアドバイス等を通し、事
業プランのブラッシュアップを図る短期集中型育成プログラムを提供
青山創業促進センター事務局　　　　　　　　　　　  ☎03-6712-6135

創業助成事業89
創業期に必要な従業員人件費、賃借料、産業財産権出願・導入費、広告費
等の経費の一部を助成

（公財）東京都中小企業振興公社　創業支援課　　　　 ☎03-5220-1142

商店街起業・承継支援90
商店街で開業等を行う方を対象に、技能等の習得及び後継時や開業時の店
舗の改装、店舗の賃借等にかかる経費を助成

（公財）東京都中小企業振興公社　助成課　　　　 ☎03-3251-7894・5

若手・女性リーダー応援プログラム91
商店街で開業を希望する女性や若手に対して、チャレンジショップにおい
て店舗運営経験の場を提供するとともに、開業時の店舗の改装、店舗の賃
借等にかかる経費を助成

（公財）東京都中小企業振興公社
　　　　（チャレンジショップ）経営戦略課　　　　　 ☎03-5822-7237
　　　　（助成事業）助成課　　　　　　　　　　 ☎03-3251-7894・5

事業可能性評価事業92
各分野の専門家が創業を目指す方や新たな事業展開を目指す中小企業の新
規事業計画を総合的に評価し、事業化に向けて支援（無料）

（公財）東京都中小企業振興公社　経営戦略課　　　　 ☎03-5822-7232

5G技術活用型開発等促進事業　　NEW96
５G技術を活用した新たな技術・サービスの開発に取り組むスタートアッ
プを支援
商工部　創業支援課　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4749

共存共栄を図るベンチャー育成事業（NEXs Tokyo）　　NEW97
地域や業種、業界を超えた連携関係の構築を目的とした施設を運営し、ス
タートアップの更なる成長を支援
商工部　創業支援課　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-7592

連携促進型オープンイノベーションプラットフォーム事業　NEW98
全国の企業や大学等に眠る技術シーズや自治体が抱える課題と、それらを
活用又は解決できるスタートアップの連携を支援
商工部　創業支援課　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-7592

行政課題解決型スタートアップ支援　　NEW99
行政課題をスタートアップの製品・サービスを活用して解決するため、ピッ
チイベントの開催や都庁近隣に拠点を整備

（ピッチイベント）商工部創業支援課　　　　　　　　 ☎03-5320-7572
（拠点の整備）（公財）東京都中小企業振興公社　　　　 ☎03-5220-1141

ものづくりベンチャー育成事業　　NEW100
都と支援機関が連携し、技術指導や機器利用等の支援を行い、ものづくり
ベンチャーが短期間で成長できるような仕組みを構築
商工部　創業支援課　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4745

その他の創業支援101
上記支援のほか、これから創業する方向けの支援も実施
東京都創業 NET HP
https://www.tokyo-sogyo-net.jp/

女性ベンチャー成長促進事業(APT Women）93
事業拡大を目指す女性起業家向けに、短期集中型育成プログラムや海外派
遣等を実施し、ロールモデルとなるような女性起業家の成長を支援
商工部　創業支援課　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-7572

スタートアップ・グローバル交流HUB事業　　NEW94
都内スタートアップのグローバルな成長等を後押し
商工部　創業支援課　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4749

スタートアップ実証実験促進事業　　NEW95
スタートアップの都内等での実証実験を通じた成長を後押し
商工部　創業支援課　　　　　　　　　　　　　　　 ☎03-5320-4749

知的財産活用製品化支援58
中小企業と技術シーズを保有する大企業等とのマッチングをコーディ
ネーターが支援するとともに事業化に要する経費の一部を助成

東京都知的財産総合センター　　　　　　　　　　　  ☎03-3832-3656
　　同　城東支援室（城東地域中小企業振興センター内）　  ☎03-5680-4741
　　同　城南支援室（城南地域中小企業振興センター内）　  ☎03-3737-1435
　　同　多摩支援室（産業サポートスクエア・TAMA 内）　  ☎042-500-1322
商工部　創業支援課　　　　　　　　　　　　　　　  ☎03-5320-4745

事業承継・再生支援80
M&Aも含めた事業承継に対して、専門スタッフによる相談や弁護士等と
連携した課題解決を無料で行うなど様々な支援を実施

（公財）東京都中小企業振興公社　総合支援課　☎03-3251-7885
　　　　　　　　　　　　　 （フリーダイヤル）☎0120-008-275

（公財）東京都中小企業振興公社　HP
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/revival/index.html

事業を承継したい�

創業初期の支援を受けたい�
海外展開を図りたい�

取引拡大を図りたい❾


