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東京都中小企業者等月次支援給付金

 2021年４月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛
等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給
金額を加算するとともに、国が月次支援金の対象外とする事業者の一部まで対象を拡大して
支給を行う。

（１）給付対象

・都内に本社又は本店がある中小企業及び都内に住所のある
個人事業者

（２）給付要件

（３）給付額（表中は月の上限額を記載）

・緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に伴う飲食店
の休業時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

・2021年4･5･6月の売上が下表の通り減少していること

区分
売上減少率

（2019又は2020年同月比）

国の支援金への加算支給 ５０％以上

国の対象外への支給 ３０～５０％未満

区分

法人 個人

酒類販売
事業者

その他
業種

酒類販売事
業者

その他
業種

国加算 20万円/月 5万円/月 10万円/月 2.5万円/月

国対象外 10万円/月 10万円/月 5万円/月 5万円/月

給付イメージ

【国の給付要件】
・緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に伴う飲食店

の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている
こと

・2021年の4･5･6月の売上が、2019年又は2020年
の同月比で50%以上減少

給付額=2019年又は2020年の4･5･6月の売上－2021年の4･5･6月の売上

※月ごとに売上高の減少額に応じて支給額を決定（定額給付ではない）

・都内に本社又は本店がある酒類販売事業者（法人・個人）

法人に対する給付
（括弧は個人事業者）

1



一時支援金等受給者向け緊急支援事業

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、度重なる緊急事態宣言や外出自粛等により、都内中小
企業は非常に厳しい状況に置かれている。

 この現状を踏まえ、中小企業により一層寄り添った支援が不可欠

 そこで、緊急事態宣言や外出自粛の影響等により、売り上げが減少した都内中小企業者等に対し、直面す
る課題の解決を図る専門家派遣等を実施することで、経営環境の改善等を図る。

一時支援金（国）、月次支援金（国）又は月次支援給付金（都）のいずれかを受給した都内中小企業等

■支援対象企業

■事業内容

（１）専門家派遣事業
コロナ禍における売上減少に対応するため、経営の安定化などを図る中小企業に対し複数の専門家による支援（2名１チーム）を実施する。
100企業×4回＝400回（無料）

（２）販路拡大助成事業
積極的に販路開拓を図る中小企業や経営基盤の強化に

取り組む中小企業に対し販路拡大に向けた支援を実施

助成限度額 1,500千円

助成率 4/5

助成期間 １年1ヶ月

対象経費 ECサイト出店費用、国内外展示会
参加費用、PR関連経費

（３）新事業展開等支援事業
都内中小企業等が行う経営課題の打破を目指す事業展開やデジタル技術活

用等のための機械設備・機器の導入及び新製品等の開発を支援

種別 経営課題解決のための
設備投資支援

デジタル技術の活用によ
る生産性向上

新製品・新サービス開発
支援

助成限度額 30,000千円 3,000千円 15,000千円

助成率 4/5

助成期間 1年６か月 1年 ２年

対象経費 経営課題の打破を目
指して事業展開を図る
際に必要となる機械設
備の購入経費

機器・システムの導入経
費、データ収集・分析等
に係る委託費 等

開発に係る原材料、外注
費、等

想定事例 新製品の製造、新たな
販路開拓 等

生産管理システムの導入
等

農林水産物を活用した新
製品開発 等
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飲食事業者の業態転換支援

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業・時短営業や外出自粛要請等に伴い、都
内中小飲食事業者は大きく売り上げが落ち込むなど、非常に厳しい状況

 そこで、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」をはじめ、売上を確保する取り組みに対して、経費の一部を助成

事業概要

・新たに「宅配」や「テイクアウトサービス」等を開始する際の初期費用等を助成する。

（１）助成対象
都内で飲食業を営む中小企業者（個人事業主含む）

（２）主な助成対象経費
① 販売促進費 （印刷物製作費、PR映像制作費、広告掲載費 等）
② 車両費（宅配用バイクリース料、台車 等）
③ 器具備品費（WiFi導入費、タブレット端末、梱包・包装資材 等）
④ その他（宅配代行サービスに係る初期登録料、月額使用料、配送手数料 等）

（３）助成限度額 ： 100万円

（４）助成率 ： 4/5以内

（５）申請期限 ： 令和3年10月31日（日）【消印有効】
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中小企業等による感染症対策助成事業

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、都内中小企業は非常に厳しい状況

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りながら経済活動を進めていくためには、３密回
避を前提とした取組が必要不可欠

 そこで、本事業では、飲食事業者をはじめとする各業界団体が作成した感染拡大予防ガイド
ライン等に沿った都内中小企業の具体的な取組に対して、その経費の一部を助成

事業概要

（１）事業内容 ： 各業界団体が作成したガイドライン等に沿った感染防止対策に必要となる経費を助成

（２）申請受付期間 ： 令和３年１０月３１日（日） 【当日消印有効】

区分 (A)単独申請 (B)グループ申請
(C)飲食店団体等による

申請
(D)飲食店等による申請

利用条件 中小企業等による単独申請 ３社以上の中小企業者
等による共同申請

飲食店を会員とする団体
による申請

店舗にコロナ対策リー
ダーを配置する飲食店等

対象経費 備品購入費
内装・設備工事費

消耗品の共同購入費 消耗品の共同購入費 消耗品※の購入
※CO2濃度測定器、アク
リル板、消毒液が対象

助成限度額 ５０万円（下限10万円）

※内装設備工事を含む場合
100万円
※換気設備設置を含む場合
200万

３０万円 飲食店１店舗当たり
１０万円

コロナ対策リーダーの配
置されている飲食店等
１店舗当たり３万円

※限度額は１店舗ごとに適用

助成率 ３分の２ ３分の２ ５分の４ ５分の４
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（公財）東京都中小企業振興公社

 都内中小企業に対する総合的な経営支援機関。

 中小企業の経営安定と発展のため、幅広いネットワークを活用しながら、東京都における
総合的かつ中核的な中小企業支援機関として地域経済の振興に寄与。

 中小企業者のための「ワンストップ総合相談窓口」（費用：無料）

各分野の専門家を配置し、中小企業等からの多様な相談に対応する。

（法律相談のみ、事前に要予約）

 専門家派遣

（費用：有料（1回あたり11,750円＋派遣交通費2分の1 ））
中小企業診断士、ＩＴコーディネータ、税理士、社会保険労務士などの経験豊富な民間の専門家が、

中小企業からの派遣要請を受けて現地を訪問し、必要なアドバイスを行う。

 各種セミナー

 各種助成金

 下請企業振興、創業、人材育成、事業承継、デジタル化、販路開拓、海外展開等の支援 など

〒１０１－００２５

東京都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

●本社（秋葉原庁舎）

TEL：０３－３２５１－７８８１
分野 ワンストップ総合相談窓口の配置専門家

経営・金融・労務 　中小企業診断士・社会保険労務士・販売士

法　律 　弁護士

創業・会社設立 　中小企業診断士・司法書士・行政書士

ICT、IoT、AI化支援 　ITコーディネータ

税 務・会 計 　税理士・公認会計士

ISO 取得支援 　ISO審査員
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躍進的な事業推進のための設備投資支援事業

 中小企業の設備投資は、各社の生産性や競争力を高め、企業に成長をもたらすとともに、新たな需要を
創出し、景気の活性化や経済成長に貢献する。その設備投資に係る経費の一部を助成。

 大企業と比較して導入が伸び悩む中小企業のIoT、AI、ロボット等の導入の促進によるDXの推進や、新
たな事業活動等によるイノベーションの創出を強力に後押しする。

 また、事業承継を契機とした後継者による積極的な設備投資を促し、新たなビジネスモデルの創出を支
援していく。

【事業実施主体：（公財）東京都中小企業振興公社】

● 助成期間 交付決定から１年６か月（年２回募集）

● 助成対象経費 機械設備（試験測定機器含む）購入経費等

● 助成対象（全業種対象）

①【競争力強化】更なる発展に向けて競争力強化を目指した事業

展開に必要となる機械設備を新たに導入する事業

②【DX推進・イノベーション】IoT、AI、ロボット等のデジタル技術の

活用により新しい製品・サービスの構築等を目指した事業展開や、

新事業活動等に取り組むことでイノベーション創出を図る事業展開

に必要となる機械設備を新たに購入する事業

③【後継者チャレンジ】 事業承継を契機として、後継者による事業
多角化や新たな経営課題の取り組みに必要となる設備等を新たに
導入する事業

● その他 環境局の実施する地球温暖化報告書制度に
取り組む企業が申請する場合、審査において、
加点措置を実施

マシニングセンタ

＜事業内容＞ 事業区分
申請
区分

助成率
助成
限度額

計画
件数

①競争力
強化

中小企業者 A
１/２
以内

1億円

160件

小規模企業者 B
2/3
以内

3千万円

②DX推進・
イノベーション

C
2/3
以内

1億円 30件

③後継者チャレンジ D
2/3
以内

1億円 5件

● 助成限度額及び助成率等

ファイバーレーザ加工機

＜機械設備導入例＞
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生産性向上のためのデジタル技術活用推進事業

 今後人手不足が一層深刻化し、将来の労働力減少が見込まれる中、ポストコロナの世界では、中小企業
の生産活動やサービス提供等において、その基盤となるデータ整備や先端技術の活用による企業変革を
行い、生産性の向上を図ることが喫緊の課題

 一方、様々なクラウドサービスやIoT、AI、ロボット、5G等の先端技術の活用が、大企業を中心に進展
しているが、中小企業はその基盤となるデータの整備やデジタル化が進んでない場合が多い

 そこで、都内中小企業のデジタル基盤整備や先端技術の活用により生産性を向上させ、継続的な成長・
発展を目指すため、中小企業のデジタル技術活用に関する取組を推進

■事業内容

【普及啓発】
①窓口・WEB相談（週5回）
②普及巡回員による巡回（240社）
③普及セミナー（年10回）
④情報発信（ポータルサイトの運営）

【導入検討期】
①現地調査（100社）

課題抽出、支援方針決定 等

【導入・活用期】
①専任アドバイザーによるトータル支援

（100社）
デジタル技術の導入から活用まで支援
2年間で最大18回まで支援

②人材育成講座（年20回）
③助成金（20件）

上限300万円
助成率1/2（小規模企業2/3）

■支援の流れ

助成金
（20件・
300万円・
1/2）ポータルサイト

窓口・WEB相談
（週5日）

普及巡回
（240社）

普及セミナー
（年10回）

普及期 導入検討期 導入・活用期

専任アドバイザーによるトータル支援

デジタル技術の導入から活用まで
最大18回まで支援

（100社）

人材育成
講座

（年20回）

現地
調査 必要に応じて選択

（最大2回
・100社）

躍進的な
事業推進
のための
設備投資
支援
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創業支援拠点の運営

［事業実施主体：（公財）東京都中小企業振興公社］

・起業に関心があれば利用可能とし、
いつでも来られるよう夜間土日も開館
・ワークスペースの提供や、起業に関
する1000冊の蔵書の閲覧、起業希望
者同士の交流ができる共有空間整備

創業支援拠点

１階 Startup Hub Tokyo ２階 Planning  Port

・創業コンシェルジュが、起業の第一
歩を応援するナビゲーターとして常駐
・起業に興味関心があれば、誰でも相
談可能

・起業に関連するイベントをほぼ毎日
実施
・起業に必要なノウハウや人脈形成を
支援

・創業アイデアを具体的にしたい方、
実現可能なビジネスプランを作りたい
方、仲間と着実に創業へのステップを
踏みたい女性などを対象に、担任制で
事業計画をコンサルティング

・日本政策金融公庫、東京都信用保証
協会、東京きらぼしフィナンシャルグ
ループと連携した融資相談に対応
・法務・税務・知財等の専門相談を実
施

・少人数形式のゼミやセミナーを実施
・対象を女性の創業希望者に限定した
メニューも用意

（東京都千代田区丸の内二丁目１番１号）

※ その他：託児室も設置

 都内開業率は諸外国に比べて低く、起業希望者の数も減少傾向（全国で平成19年度の101.4万人から平成2９年度で
72.5万人と減少）。

 また、創業者の主な相談相手は、家族や友人等であり、創業者が必要としている「経営知識の習得」や「資金調達」等の
相談対応を十分に果たしているとは言えない状況。

 こうした課題に対応し、創業に関心のある誰もが利用でき、イベント等を通じた交流、ビジネスプラン作成、融資相談、
事業化支援までワンストップで支援を行う拠点として「TOKYO創業ステーション」を丸の内に設置。

※ 東京開業ワンストップセンター丸の内サテライトセンターを併設
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創業支援拠点（多摩）の運営

 2030年頃までに都内開業率12％という政策目標を達成するためには、更なる起業希望者の掘り起しや
支援が必要。（令和元年度開業率：雇用保険事業年報ベース4.8％、会社設立登記ベース 6.4%）

 都内の経済センサス新設事業所ベースでの開業率は区部で6.4％、多摩で5.4％となっており、多摩にお
ける開業率の低さが課題。

 こうした課題に対応するため、令和２年７月に丸の内に続き、起業に関する総合支援拠点となる
「TOKYO創業ステーションTAMA」を立川に開設。

Startup Hub Tokyo

TOKYO創業ステーションTAMA
（東京都中小企業振興公社が運営）

GREEN SPRINGS D棟３階
(東京都立川市緑町３－１)

 創業コンシェルジュ

起業に関する幅広い相談サービス
を提供。多摩では出張サービスも
実施。

 掘り起こしイベント

起業への興味を喚起するため
のイベントをほぼ毎日開催。

 利用者間の交流促進

交流を促すラウンジスペースを設
置。コミュニティマネージャーに
よるネットワーキング支援も実施。

 キッズスペース完備

一時預かりサービスの提供により
子育て世代の起業を後押し。

※ コンシェルジュ相談の様子

＜地域との連携＞ 大学・自治体などの地域の創業支援機関との連携を強化。共同企画や出張型の支援を展開。

＜多摩特化型支援＞ 身の丈創業・学生起業・地域課題解決型起業など、多摩の地域特性を踏まえた企画を実施。

Planning  Port

 プランコンサルティング
事業アイディアの具体化に向けた
事業計画の策定支援を実施。

 専門相談

資金調達・税務・マーケティン
グ・店舗やオフィスプラン等の
専門相談を実施。

 女性起業家支援
女性を対象とした少人数形式
のゼミやセミナーを開催。

 テストマーケティング

製品・サービスの仮説検証の場と
して、テストマーケティングの機
会を提供。

 業種別セミナー

業種に特化した課題をテーマ
としたセミナーを開催。

 多摩独自メニューを含む支援
 丸の内との共通支援メニュー

※ 女性向けセミナーの様子
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創業助成事業

 一定の要件を満たした創業予定者又は創業者のうち、事業計画・事業内容が、「今後、大
きな成長が見込まれる、または多くの雇用を生み出すもの」について、創業に係る費用の
一部を助成することにより創業のモデルケースを産み出し、創業への機運醸成を図る。

（
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
）

創
業
予
定
者

（
公
財
）
東
京
都
中
小
企
業
振
興
公
社

有識者等
審査

助成金支出

創業活性化
特別支援基金

（創業助成分）

１８億円

取崩

積戻し

東京都出えん

基金造成

申請

各種支援
メニュー

◆対象者
都内の創業予定者、法人登記して５年未満の法人（中小企業者）、開業５年未満の個人事業者等のうち、
都及び公社の創業支援事業の利用者等、一定の要件を満たした者。（国の創業助成との併用は不可）

◆助成条件等
・事業計画・事業内容が、今後、大きな成長が見込まれる。または多くの雇用を生み出すものであること。

（申請時から助成対象期間後までの事業計画を策定し、申請）

◆助成率：３分の２以内

◆助成限度額：300万円

◆規模：年間150件程度
（新規採択は平成27～令和５年度までの

９年間）

◆助成期間
交付決定後２か年
（年度ごとに助成金支出）
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事業承継・再生支援事業
 今後10年の間に、70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者は全国で245万人となり、うち約半数の127万人（※）が

後継者未定（※都内推計約15万人（都内中小企業割合を12％と設定））

 中小企業が持つ優れた技術を次代に引き継ぎ、東京の稼ぐ力として活躍を続けるためには、着実な事業承継の取組が重要

 円滑な事業承継に向けて、セミナーによる普及啓発、巡回相談、承継・改善計画の策定・実行支援等の支援体制を整備

 近年増加している第三者承継を支援するためにＭ＆Ａマッチング支援と、取引先の廃業回避に向けてＭ＆Ａに取り組む譲
受企業側への助成を新たに実施

潜在層掘り起し普及・ＰＲ 実行支援・後継者育成

セミナー
（年4回）

出張セミナー
（年12回）

事業承継
フォーラム
（年1回）

事業承継
ポータルサイト

リスティング広告

事業承継
ハンドブック
（R1作成）
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