
令和4年4月1日時点

お問い合わせ先
東京都産業労働局金融部金融課
電話 03－5320－4877
〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1　都庁第一本庁舎19階北側

※ 融資のお申し込みは、各金融機関の融資窓口で直接行ってください。

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/

令和４年度

中小企業の様々な取組を資金面から支援します︕

協会を通じて補助することで、利用者の負担軽減を図っています。

○特別借換（新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等）の新設　　【新設】
◯ 令和2年度の実質無利子の都制度融資（※）を利用した都内中小企業の当座の返済負担軽減のため、借換メニューを新設
 ※令和元年度・2年度の都の制度融資｢危機対応融資（コロナのみ）」「感染症対応」「感染症借換」が借換対象（｢感染症全国｣は対象外）
◯ 信用保証料:8千万円まで事業者負担なし・8千万円超は事業者負担1/4（いずれも全事業者）
○ 借り換えた場合、借換元の融資の利子補給は引き継がれません。

上記の東京信用保証協会各支店において、創業に関する相談・申込を受付けています。（アシストプラザ）

融資のお申し込みは、各金融機関の融資窓口で直接行ってください。
（以下の窓口でもご相談を受付けています。）

「東京都中小企業制度融資」とは…
中小企業のみなさまに、事業に必要な資金を円滑に調達していただけるよう、東京都、東京信用保証協会、
金融機関の三者が協調して資金を供給するものです。
● 脱炭素社会の実現やDX（※）推進・テレワークへの取組や、事業継続、創業、経営の安定化等のニーズに応じた多様な融資メニューをご利用いただけます。
● 融資と併せて、信用保証料の補助や経営支援を受けられる融資メニューがあります。 ※DX：デジタルトランスフォーメーション

主な新規・拡充内容

印刷物規格表   第４類

印刷番号  （ ３ ）  ２７

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/syorui/

東京都の「『テレワーク東京ルール』実践企業宣言※」を行っているもの
※テレワーク推進リーダーを設置済表示のあるもののみ

東京

○新型コロナウイルス感染症対応融資（伴走全国・伴走対応）の継続
◯ 感染症の影響の長期化に伴う国の時限延長を踏まえ、令和4年度東京都中小企業制度融資においても本制度を継続
◯ 信用保証料:  「伴走全国｣ 国の補助により事業者負担1.15% ～ 0.2%
   「伴走対応」 2千万円（「伴走全国｣と合算で8千万円）まで事業者負担1/4（全事業者）
    2千万円超事業者負担1/2（小規模事業者）
◯ セーフティネット4・5号の認定がない場合でも利用可能（「伴走全国」の信用保証料補助率は認定の有無により異なる）

○事業転換・業態転換等支援融資（新型コロナウイルス感染症対応）の継続
◯ 感染症の影響を受けながらも、事業転換や事業の多角化、デリバリー対応等の業態転換に取り組む都内中小企業を支援
◯ DX推進及びテレワーク活用に取り組む都内中小企業には利率優遇（▲0.4%）があります（取組がなくてもメニュー自体は利用可能です）
◯ 信用保証料:8千万円まで全事業者3/4補助・8千万円超小規模事業者1/2補助

○事業承継融資の拡充　【拡充】
◯ 都内中小企業の円滑な事業承継を支援するため、「事業承継｣の全メニューの保証料補助を1/2から２/3（※）に拡充
◯ 都制度融資以外の全ての借入を経営者保証不要とできる「事業承継（経営者保証不要型）」も継続実施
 ※「事業承継（事業承継経営者保証不要型）」の信用保証料補助:0.2%相当又は2/3のいずれか高い額を都が補助

○政策課題対応資金（DX・脱炭素・SDGｓ・テレワーク等）の創設　【新設】
◯ DX推進・イノベーション創出・テレワーク活用などに加え、脱炭素・SDGｓ関連の取組を追加

○ウクライナ情勢対応緊急融資の創設　【新設】
◯ ウクライナ情勢を発端として事業活動に影響が生じる都内中小企業を集中的に支援
◯ 信用保証料:小規模事業者3/4補助・小規模事業者以外2/3補助
◯ 融資限度額:1億円
※ 本メニューは緊急支援メニューです。

融資利率を 0.4%優遇
保証料補助︓全事業者 2/3
融資利率を 0.4%優遇
保証料補助︓全事業者 2/3

このパンフレット掲載の情報は、令和4年4月1日時点のものです

令和4年3月創設・緊急支援
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革新的な製品・サービス等の事業化に取り組む方

成長産業分野（環境、防災、医療、健康等）や
デジタルトランスフォーメーションの推進に取り組む方

認定NPO法人の方、東京都のソーシャルファームに
関する認証を取得している方

働き方改革（テレワークや時差出勤等）や女性活躍に
向けた職場環境整備等に取り組む方

二酸化炭素排出の削減など環境負荷低減に
取り組む方

自然災害等に備えるため、BCPを策定する方や
サイバーセキュリティ対策に取り組む方

金融機関による独自の支援を受けたい方

新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を
受けている方

このほか、一般事業融資（極度枠設定、組合向け）、チャレンジ融資、再生支援融資、災害復旧資金融資等を実施しています。
※１ 据置期間を含みます。 　※２ 融資利率は①責任共有制度対象利率、②責任共有制度対象外利率（ ＊ ）のうち、各融資メニューで主に適用される利率を記載しています。 　※３ 特例制度の詳細は、裏面をご覧ください。 ※１ 据置期間を含みます。 　※２ 融資利率は①責任共有制度対象利率、②責任共有制度対象外利率（ ＊ ）のうち、各融資メニューで主に適用される利率を記載しています。 　※３ 特例制度の詳細は、裏面をご覧ください。

令和４年度　東京都中小企業制度融資　メニュー一覧
政策課題対応資金メニュー

新型コロナウイルス感染症関連の主な対応メニュー

︓令和４年度の主な新設・拡充
令和４年度　東京都中小企業制度融資 メニュー一覧

令和4年4月1日現在 令和4年4月1日現在

○ 都が2030年に向けて取り組むべき政策課題に対応した融資メニュー ○ 融資期間は全メニューの中で最長の15年以内、融資利率は最優遇の7年以内1.7％以内、7年超15年以内2.2％以内

︓令和４年度の主な新設・拡充 ︓取扱期間は金融機関にお問い合わせください。緊急融資

緊急融資
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革新的な製品・サービス等の事業化に取り組む方

成長産業分野（環境、防災、医療、健康等）や
デジタルトランスフォーメーションの推進に取り組む方

認定NPO法人の方、東京都のソーシャルファームに
関する認証を取得している方

働き方改革（テレワークや時差出勤等）や女性活躍に
向けた職場環境整備等に取り組む方

二酸化炭素排出の削減など環境負荷低減に
取り組む方

自然災害等に備えるため、BCPを策定する方や
サイバーセキュリティ対策に取り組む方

金融機関による独自の支援を受けたい方

新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を
受けている方

このほか、一般事業融資（極度枠設定、組合向け）、チャレンジ融資、再生支援融資、災害復旧資金融資等を実施しています。
※１ 据置期間を含みます。 　※２ 融資利率は①責任共有制度対象利率、②責任共有制度対象外利率（ ＊ ）のうち、各融資メニューで主に適用される利率を記載しています。 　※３ 特例制度の詳細は、裏面をご覧ください。 ※１ 据置期間を含みます。 　※２ 融資利率は①責任共有制度対象利率、②責任共有制度対象外利率（ ＊ ）のうち、各融資メニューで主に適用される利率を記載しています。 　※３ 特例制度の詳細は、裏面をご覧ください。

令和４年度　東京都中小企業制度融資　メニュー一覧
政策課題対応資金メニュー

新型コロナウイルス感染症関連の主な対応メニュー

︓令和４年度の主な新設・拡充
令和４年度　東京都中小企業制度融資 メニュー一覧

令和4年4月1日現在 令和4年4月1日現在

○ 都が2030年に向けて取り組むべき政策課題に対応した融資メニュー ○ 融資期間は全メニューの中で最長の15年以内、融資利率は最優遇の7年以内1.7％以内、7年超15年以内2.2％以内

︓令和４年度の主な新設・拡充 ︓取扱期間は金融機関にお問い合わせください。緊急融資
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令和4年4月1日時点

お問い合わせ先
東京都産業労働局金融部金融課
電話 03－5320－4877
〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1　都庁第一本庁舎19階北側

※ 融資のお申し込みは、各金融機関の融資窓口で直接行ってください。

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/

令和４年度

中小企業の様々な取組を資金面から支援します︕

協会を通じて補助することで、利用者の負担軽減を図っています。

○特別借換（新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等）の新設　　【新設】
◯ 令和2年度の実質無利子の都制度融資（※）を利用した都内中小企業の当座の返済負担軽減のため、借換メニューを新設
 ※令和元年度・2年度の都の制度融資｢危機対応融資（コロナのみ）」「感染症対応」「感染症借換」が借換対象（｢感染症全国｣は対象外）
◯ 信用保証料:8千万円まで事業者負担なし・8千万円超は事業者負担1/4（いずれも全事業者）
○ 借り換えた場合、借換元の融資の利子補給は引き継がれません。

上記の東京信用保証協会各支店において、創業に関する相談・申込を受付けています。（アシストプラザ）

融資のお申し込みは、各金融機関の融資窓口で直接行ってください。
（以下の窓口でもご相談を受付けています。）

「東京都中小企業制度融資」とは…
中小企業のみなさまに、事業に必要な資金を円滑に調達していただけるよう、東京都、東京信用保証協会、
金融機関の三者が協調して資金を供給するものです。
● 脱炭素社会の実現やDX（※）推進・テレワークへの取組や、事業継続、創業、経営の安定化等のニーズに応じた多様な融資メニューをご利用いただけます。
● 融資と併せて、信用保証料の補助や経営支援を受けられる融資メニューがあります。 ※DX：デジタルトランスフォーメーション

主な新規・拡充内容

印刷物規格表   第４類

印刷番号  （ ３ ）  ２７

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/syorui/

東京都の「『テレワーク東京ルール』実践企業宣言※」を行っているもの
※テレワーク推進リーダーを設置済表示のあるもののみ

東京

○新型コロナウイルス感染症対応融資（伴走全国・伴走対応）の継続
◯ 感染症の影響の長期化に伴う国の時限延長を踏まえ、令和4年度東京都中小企業制度融資においても本制度を継続
◯ 信用保証料:  「伴走全国｣ 国の補助により事業者負担1.15% ～ 0.2%
   「伴走対応」 2千万円（「伴走全国｣と合算で8千万円）まで事業者負担1/4（全事業者）
    2千万円超事業者負担1/2（小規模事業者）
◯ セーフティネット4・5号の認定がない場合でも利用可能（「伴走全国」の信用保証料補助率は認定の有無により異なる）

○事業転換・業態転換等支援融資（新型コロナウイルス感染症対応）の継続
◯ 感染症の影響を受けながらも、事業転換や事業の多角化、デリバリー対応等の業態転換に取り組む都内中小企業を支援
◯ DX推進及びテレワーク活用に取り組む都内中小企業には利率優遇（▲0.4%）があります（取組がなくてもメニュー自体は利用可能です）
◯ 信用保証料:8千万円まで全事業者3/4補助・8千万円超小規模事業者1/2補助

○事業承継融資の拡充　【拡充】
◯ 都内中小企業の円滑な事業承継を支援するため、「事業承継｣の全メニューの保証料補助を1/2から２/3（※）に拡充
◯ 都制度融資以外の全ての借入を経営者保証不要とできる「事業承継（経営者保証不要型）」も継続実施
 ※「事業承継（事業承継経営者保証不要型）」の信用保証料補助:0.2%相当又は2/3のいずれか高い額を都が補助

○政策課題対応資金（DX・脱炭素・SDGｓ・テレワーク等）の創設　【新設】
◯ DX推進・イノベーション創出・テレワーク活用などに加え、脱炭素・SDGｓ関連の取組を追加

○ウクライナ情勢対応緊急融資の創設　【新設】
◯ ウクライナ情勢を発端として事業活動に影響が生じる都内中小企業を集中的に支援
◯ 信用保証料:小規模事業者3/4補助・小規模事業者以外2/3補助
◯ 融資限度額:1億円
※ 本メニューは緊急支援メニューです。

融資利率を 0.4%優遇
保証料補助︓全事業者 2/3
融資利率を 0.4%優遇
保証料補助︓全事業者 2/3

このパンフレット掲載の情報は、令和4年4月1日時点のものです

令和4年3月創設・緊急支援


