
▶ 融資メニューの詳細は産業労働局ホームページ（QRコード参照）でもご確認いただけます。

「ＨＴＴ・ゼロエミッション支援」対象事業・取組一覧
※ 青字が今回追加事業（令和4年10月25日受付開始）

黒字は旧メニュー「脱炭素・ゼロエミッション支援」からの対象事業

（1） 地球温暖化対策報告書制度

（2） 地域の多様な主体と連携した中小規模事業所省エネ支援事業

（3） ISO14001/エコアクション21

（4） LED照明等節電対策促進助成事業

（5） ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業

（6） 原油価格高騰等対策支援事業

（7） 原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策事業

（8）
スタートアップピッチイベント「UPGRADE　with　TOKYO」
（第23回・第24回・第25回：テーマはHTT）

（9） ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業（製品開発助成）

（10） ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業（販路拡大助成）

（11） 中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業

（12） ZEV導入促進事業

・ 電気自動車等の普及促進事業
・ 燃料電池自動車の普及促進事業
・ 電気バイクの普及促進事業

（13） 燃料電池バス導入促進事業

（14） EVバス導入促進事業

（15） カーシェア等ZEV化促進事業

（16） ZEVトラック早期実装化事業

（17） 充電設備導入促進事業

（18） 水素ステーション設備等導入促進事業

（19） 再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備等導入促進事業

（20） 水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業

（21） 再エネ設備の新規導入につながる電力調達構築事業

（22） 地産地消型再エネ増強プロジェクト

（23） その他知事が別途指定するもの（現在指定対象なし）


メニュー一覧 (R4)（別紙2）融資対象② (2)

		（別紙2）令和4年度　東京都中小企業制度融資　融資対象一覧② ベッシ レイワ ネン タビ トウキョウ ト チュウショウ キギョウ セイ ド ユウ シ ユウシ タイショウ イチラン



		融 資 メ ニ ュ ー ユウ シ												融 資 対 象 ユウ シ タイ ゾウ



								細　目 ホソ メ				略　称 リャク ショウ		No.		事業名/取り組み名 ジギョウ メイ ト ク メイ		実施事項 ジッシ ジコウ		必要書類 ヒツヨウ ショルイ		所管 ショカン

		社会課題解決融資
（社会課題） シャカイカダイ カイケツ ユウシ シャカイ カダイ						ＨＴＴ・ゼロエミッション支援 シエン				ＨＴＴ・
ゼロエミ		（1）		地球温暖化対策報告書制度		当該事業の報告書を提出しており、報告書の内容が東京都環境局のウェブサイトに公表されている トウガイ ジギョウ		東京都環境局の地球温暖化対策報告書制度のウェブサイトに報告書の内容を公表していることが確認できるページの写し		東京都

														（2）		地域の多様な主体と連携した中小規模事業所省エネ支援事業		当該事業で省エネ対策サポート事業者として登録された事業者の省エネコンサルティングを利用している トウガイ ジギョウ		省エネ対策サポート事業者との間で締結した省エネコンサルティングに係る		東京都

														（3）		ISO14001/エコアクション21		ISO14001やエコアクション21の認定を取得している		契約書等の写し		環境省 カンキョウショウ

														（4）		LED照明等節電対策促進助成事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		ISO14001やエコアクション21の認証、登録証等の写し		東京都

														（5）		ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業		当該事業で「戦略・ロードマップ」を策定し確認を受けている トウガイ ジギョウ		「LED照明等節電対策促進助成金」の交付決定通知書の写し		公益財団法人東京都中小企業振興公社

														（6）		原油価格高騰等対策支援事業 ゲンユ カカク コウトウ トウ タイサク シエン ジギョウ		当該事業の支援を受けている トウガイ ジギョウ		原油価格高騰等対策支援事業への申請等を行い、受理されたことが確認できる書類（交付決定通知の写し・不採択通知の写し等） ゲンユ カカク コウトウ トウ タイサク シエン		公益財団法人東京都中小企業振興公社

														（7）		原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策事業 ゲンユ カカク コウトウ トウ トモナ ケイエイ キバン アンテイカ キンキュウ タイサク ジギョウ		当該事業の支援を受けている トウガイ ジギョウ		原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策事業への申請等を行い、受理されたことが確認できる書類（交付決定通知の写し・不採択通知の写し等）		公益財団法人東京都中小企業振興公社

														（8）		スタートアップピッチイベント「UPGRADE　with　TOKYO」（第23回・第24回・第25回：テーマはHTT） ダイ カイ ダイ カイ ダイ カイ		当該事業の登壇社である トウガイ ジギョウ トウダン シャ		ピッチイベントに登壇したことが確認できる書類(ピッチイベント登壇決定通知 等) トウダン カクニン ショルイ トウダン ケッテイ ツウチ トウ		東京都 トウキョウト

														（10）		ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業（販路拡大助成） スイシン ム ジギョウ テンカン シエン ジギョウ ハンロ カクダイ ジョセイ		当該事業（販路拡大助成）の交付決定を受けている トウガイジギョウ ハンロ カクダイ ジョセイ		ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業(販路拡大助成)の交付決定を受けていることが確認できる書類（交付決定通知の写し） ハンロ カクダイ ジョセイ コウフ ケッテイ ウ		公益財団法人東京都中小企業振興公社

														（11）		ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業（製品開発助成） セイヒン カイハツ ジョセイ		当該事業（製品開発助成）の交付決定を受けている トウガイジギョウ セイヒン カイハツ ジョセイ		ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業(製品開発助成)の交付決定を受けていることが確認できる書類（交付決定通知の写し） セイヒン カイハツ ジョセイ		公益財団法人東京都中小企業振興公社

														（12）		中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業における助成金交付決定通知書の写し ジョセイキン コウフ ケッテイ ツウチショ ウツ		東京都

														（13）		ZEV導入促進事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		【EV/PHV】
　電気自動車等の普及促進事業における助成金交付決定通知書の写し
【FCV】
　燃料電池自動車等の導入促進事業における助成金交付決定通知書の写し
【電気バイク】
　電気バイクの普及促進事業における助成金交付決定通知書の写し
【EV/PHV外部給電器】
　電気自動車等の普及促進事業における助成金交付決定通知書の写し
【FCV外部給電器】
　燃料電池自動車等の導入促進事業における助成金交付決定通知書の写し
【V2H・太陽光発電システム】
　電気自動車等の普及促進事業における助成金交付決定通知書の写し デンキ ジドウシャ トウ フキュウ ソクシン ジギョウ ジョセイ キン コウフ ケッテイ ツウチ ショ ウツ ネンリョウ デンチ ジドウシャ トウ ドウニュウ ソクシン ジギョウ ジョセイ キン コウフ ケッテイ ツウチ ショ ウツ デンキ デンキ フキュウ ソクシン ジギョウ ジョセイキン コウフ ケッテイ ツウチ ショ ウツ ガイブ キュウデン キ ジョセイ キン ウツ ガイブ キュウデン キ ジョセイ キン ウツ タイヨウコウ ハツデン デンキ ジドウシャ トウ フキュウ ソクシン ジギョウ ジョセイキン コウフ ケッテイ ツウチ ショ ウツ		東京都

														（14）		燃料電池バス導入促進事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		燃料電池バス導入促進事業における助成金交付決定通知書の写し ネンリョウ デンチ ドウニュウ ソクシン ジギョウ ジョセイキン コウフ ケッテイ ツウチ ショ ウツ		東京都

														（15）		EVバス導入促進事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		EVバス導入促進事業における助成金交付決定通知書の写し		東京都

														（16）		カーシェア等ZEV化促進事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		カーシェア等ZEV化促進事業における助成金交付決定通知書の写し		東京都

														（17）		ZEVトラック早期実装化事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		ZEVトラック早期実装化事業における助成金交付決定通知書の写し		東京都

														（18）		充電設備導入促進事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		充電設備導入促進事業における助成金交付決定通知書の写し		東京都

														（19）		水素ステーション設備等導入促進事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		水素ステーション設備等導入促進事業における助成金交付決定通知書の写し		東京都

														（20）		再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備等導入促進事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備等導入促進事業における助成金交付決定通知書の写し		東京都

														（21）		水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業における助成金交付決定通知書の写し		東京都

														（22）		再エネ設備の新規導入につながる電力調達構築事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		再エネ設備の新規導入につながる電力調達構築事業における助成金交付決定通知書の写し		東京都

														（23）		地産地消型再エネ増強プロジェクト		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		地産地消型再エネ増強プロジェクトにおける助成金交付決定通知書の写し		東京都

														（24）		-		東京都知事がゼロエミッションに資する取組として、別に指定するもの トウキョウト チジ シ トリクミ ベツ シテイ		-		東京都





































加工用HTT対象事業





						（1）		地球温暖化対策報告書制度		当該事業の報告書を提出しており、報告書の内容が東京都環境局のウェブサイトに公表されている トウガイ ジギョウ		東京都環境局の地球温暖化対策報告書制度のウェブサイトに報告書の内容を公表していることが確認できるページの写し						東京都

						（2）		地域の多様な主体と連携した中小規模事業所省エネ支援事業		当該事業で省エネ対策サポート事業者として登録された事業者の省エネコンサルティングを利用している トウガイ ジギョウ		省エネ対策サポート事業者との間で締結した省エネコンサルティングに係る						東京都

						（3）		ISO14001/エコアクション21		ISO14001やエコアクション21の認定を取得している		契約書等の写し						環境省 カンキョウショウ

						（4）		LED照明等節電対策促進助成事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		ISO14001やエコアクション21の認証、登録証等の写し						東京都

						（5）		ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業		当該事業で「戦略・ロードマップ」を策定し確認を受けている トウガイ ジギョウ		「LED照明等節電対策促進助成金」の交付決定通知書の写し						公益財団法人東京都中小企業振興公社

						（6）		原油価格高騰等対策支援事業 ゲンユ カカク コウトウ トウ タイサク シエン ジギョウ		当該事業の支援を受けている トウガイ ジギョウ		原油価格高騰等対策支援事業への申請等を行い、受理されたことが確認できる書類（交付決定通知の写し・不採択通知の写し等） ゲンユ カカク コウトウ トウ タイサク シエン						公益財団法人東京都中小企業振興公社

						（7）		原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策事業 ゲンユ カカク コウトウ トウ トモナ ケイエイ キバン アンテイカ キンキュウ タイサク ジギョウ		当該事業の支援を受けている トウガイ ジギョウ		原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策事業への申請等を行い、受理されたことが確認できる書類（交付決定通知の写し・不採択通知の写し等）						公益財団法人東京都中小企業振興公社

						（8）		スタートアップピッチイベント「UPGRADE　with　TOKYO」
（第23回・第24回・第25回：テーマはHTT） ダイ カイ ダイ カイ ダイ カイ		当該事業の登壇社である トウガイ ジギョウ トウダン シャ		ピッチイベントに登壇したことが確認できる書類(ピッチイベント登壇決定通知 等) トウダン カクニン ショルイ トウダン ケッテイ ツウチ トウ						東京都 トウキョウト

						（9）		ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業（製品開発助成） スイシン ム ジギョウ テンカン シエン ジギョウ		当該事業（販路拡大助成）の交付決定を受けている トウガイジギョウ ハンロ カクダイ ジョセイ		ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業(販路拡大助成)の交付決定を受けていることが確認できる書類（交付決定通知の写し） ハンロ カクダイ ジョセイ コウフ ケッテイ ウ						公益財団法人東京都中小企業振興公社

						（10）		ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業（販路拡大助成）		当該事業（製品開発助成）の交付決定を受けている トウガイジギョウ セイヒン カイハツ ジョセイ		ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業(製品開発助成)の交付決定を受けていることが確認できる書類（交付決定通知の写し） セイヒン カイハツ ジョセイ						公益財団法人東京都中小企業振興公社

						（11）		中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業における助成金交付決定通知書の写し ジョセイキン コウフ ケッテイ ツウチショ ウツ						東京都

						（12）		ZEV導入促進事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		【EV/PHV】
　電気自動車等の普及促進事業における助成金交付決定通知書の写し
【FCV】
　燃料電池自動車等の導入促進事業における助成金交付決定通知書の写し
【電気バイク】
　電気バイクの普及促進事業における助成金交付決定通知書の写し
【EV/PHV外部給電器】
　電気自動車等の普及促進事業における助成金交付決定通知書の写し
【FCV外部給電器】
　燃料電池自動車等の導入促進事業における助成金交付決定通知書の写し
【V2H・太陽光発電システム】
　電気自動車等の普及促進事業における助成金交付決定通知書の写し デンキ ジドウシャ トウ フキュウ ソクシン ジギョウ ジョセイ キン コウフ ケッテイ ツウチ ショ ウツ ネンリョウ デンチ ジドウシャ トウ ドウニュウ ソクシン ジギョウ ジョセイ キン コウフ ケッテイ ツウチ ショ ウツ デンキ デンキ フキュウ ソクシン ジギョウ ジョセイキン コウフ ケッテイ ツウチ ショ ウツ ガイブ キュウデン キ ジョセイ キン ウツ ガイブ キュウデン キ ジョセイ キン ウツ タイヨウコウ ハツデン デンキ ジドウシャ トウ フキュウ ソクシン ジギョウ ジョセイキン コウフ ケッテイ ツウチ ショ ウツ						東京都

								・ 電気自動車等の普及促進事業
・ 燃料電池自動車の普及促進事業
・ 電気バイクの普及促進事業

						（13）		燃料電池バス導入促進事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		燃料電池バス導入促進事業における助成金交付決定通知書の写し ネンリョウ デンチ ドウニュウ ソクシン ジギョウ ジョセイキン コウフ ケッテイ ツウチ ショ ウツ						東京都

						（14）		EVバス導入促進事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		EVバス導入促進事業における助成金交付決定通知書の写し						東京都

						（15）		カーシェア等ZEV化促進事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		カーシェア等ZEV化促進事業における助成金交付決定通知書の写し						東京都

						（16）		ZEVトラック早期実装化事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		ZEVトラック早期実装化事業における助成金交付決定通知書の写し						東京都

						（17）		充電設備導入促進事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		充電設備導入促進事業における助成金交付決定通知書の写し						東京都

						（18）		水素ステーション設備等導入促進事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		水素ステーション設備等導入促進事業における助成金交付決定通知書の写し						東京都

						（19）		再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備等導入促進事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備等導入促進事業における助成金交付決定通知書の写し						東京都

						（20）		水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業における助成金交付決定通知書の写し						東京都

						（21）		再エネ設備の新規導入につながる電力調達構築事業		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		再エネ設備の新規導入につながる電力調達構築事業における助成金交付決定通知書の写し						東京都

						（22）		地産地消型再エネ増強プロジェクト		当該事業を利用している トウガイ ジギョウ		地産地消型再エネ増強プロジェクトにおける助成金交付決定通知書の写し						東京都

						（23）		その他知事が別途指定するもの（現在指定対象なし） タ チジ ベット シテイ ゲンザイ シテイ タイショウ		東京都知事がゼロエミッションに資する取組として、別に指定するもの トウキョウト チジ シ トリクミ ベツ シテイ		-						東京都





































040615プレス用



						新型コロナウイルス感染症・ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資 【融資目標額：5,000億円】 カリカエ ユウシ モクヒョウガク オクエン







						メニュー名 ナ				細目メニュー サイモク		融資条件 ユウシ ジョウケン				保証料補助 ホショウ リョウ ホジョ

						社会課題
解決融資 シャカイ カダイ カイケツ ユウシ				

HTT・
ゼロエミッション
支援


旧名称：脱炭素・
ゼロエミッション支援 シエン キュウ メイショウ ダツ タンソ シエン				● 対        象：HTTやゼロエミッション推進等に取り組む都内中小企業者
                    ※ 対象事業は裏面参照
------------------------------------------------------
● 対象の例：・ZEV導入促進事業
　　　　　　　（ZEV導入促進事業・カーシェア等ZEV化促進事業 など）
　　　　　　 ・中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業
　　　　　　 ・充電設備導入促進事業
　　　　　　 ・ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業
　　　　　　　　　　　　　　　　（製品開発助成・販路拡大助成）など
　　　　　　※ 全ての対象事業は裏面に記載
------------------------------------------------------
● 融資限度額：2億8千万円　　　　　　● 融資期間：15年以内
● 融資利率   ：1.5％以内～2.2％以内 ト ク トナイ チュウショウ キギョウ シャ タイショウ ジギョウ リメン サンショウ タイショウ レイ セイヒン カイハツ ジョセイ スベ タイショウ ジギョウ リメン キサイ		全事業者

2/3補助 ゼン ジギョウシャ

						
設備融資 セツビ ユウシ		

設備投資・
企業立地
促進 セツビ トウシ キギョウ リッチ ソクシン						● 対   　   象：「企業立地促進」
　　　　     　   引き続き1年以上同一事業を営み、都内で工場・事務所・
                   　店舗の新増設・移転を行う中小企業者
　　          ※ ほかに、設備導入・増強・改良・補修や、建物の改修・建替等
                    に対応した、「設備投資」があります。
------------------------------------------------------
● 融資限度額：２億8千万円　　　　 ● 融資期間　：15年以内　　
● 融資利率　：1.5%以内～2.4%以内 キギョウ リッチ ソクシン ヒ ツヅ ネン イジョウ ドウイツ ジギョウ イトナ トナイ コウジョウ ジム ショ テンポ シンゾウセツ イテン オコナ チュウショウ キギョウ シャ タテモノ タイオウ セツビ トウシ オク センマン ユウシ キカン ネン イナイ ユウシ リリツ イナイ イナイ





						特別借換

（新型コロナウイルス

　感染症対応緊急融資等） トクベツ カリカエ シンガタ カンセンショウ タイオウ キンキュウ ユウシ トウ								● 対象：以下の都の感染症融資の借換を希望する中小企業者
    令和元・２年度の感染症対応・感染症借換・危機対応
 　※ 「危機対応」は感染症によるもののみ
　 ※ 「感染症全国」は対象外
    ※ ６月以前の本メニュー（利子補給なし）も借換対象
          （借換により利子補給を受けることができます） イカ ユウシ カリカエ キボウ チュウショウ キギョウ モノ レイワ モト ネンド カンセンショウ タイオウ カンセンショウ カリカエ キキ タイオウ キキ タイオウ カンセンショウ ガツ イゼン ホン リシ ホキュウ カリカエ タイショウ カリカエ リシ ホキュウ ウ		【保証料補助】

８千万円まで：全額
８千万円超　：3/4
※いずれも全事業者




【利子補給】

融資実行後１年間
1/2利子補給 ホショウ リョウ ホジョ セン マンエン ゼンガク センマンエン チョウ ゼン ジギョウシャ リシ ホキュウ ユウシ ジッコウ ゴ ネンカン リシ ホキュウ

														● 融資利率　：1.5％以内～2.4%以内 
● 融資限度額：借換元の融資残高に事業計画実施に必要な資金を
                   　 加えた額
● 資金使途　：運転資金
● 融資期間　：15年以内（うち据置5年以内） カリカエ モト ユウシ ザンダカ ジギョウ ケイカク ジッシ ヒツヨウ シキン クワ ガク シキン シト ウンテン シキン ユウシ キカン ネン イナイ スエオキ ネン イナイ

						ウクライナ情勢・

円安等対応緊急融資 ジョウセイ エンヤス トウ タイオウ キンキュウ ユウシ								● 対　　象： 以下のいずれも満たす中小企業者
   ・ 次のいずれかを発端として事業活動に影響を受けていること
　    ウクライナ情勢・新型コロナウイルス感染症・円安
   ・「最近３カ月間の売上実績」又は
　   「今後３か月間の売上見込」が直近同期比10％以上減少 イカ ミ チュウショウ キギョウ シャ ツギ ジョウセイ シンガタ カンセンショウ エンヤス チョッキン

														● 融資利率　：1.5％以内～2.2％以内
● 融資限度額：１億円
● 資金使途　：運転資金・設備資金
● 融資期間　：10年以内（うち据置2年以内） ユウシ リリツ イナイ イナイ オク シキン シト ウンテン シキン セツビ シキン ユウシ キカン スエオキ ネン イナイ





						新型コロナ
ウイルス
感染症対応融資
（伴走） バンソウ				〇 対　　象：感染症の影響により売上が15%以上減少している中小企業者
〇 経営支援：金融機関が経営改善を伴走支援（5年間）
〇 融資利率：1.5％以内～2.2%以内 チュウショウ キギョウ ネンカン														201		193

								伴走全国						〇 融資限度額：６千万円（令和4年2月改定）
〇 信用保証料：セーフティネット4号・5号利用：事業者負担一律0.2％（国が補助）
　　　　　　　　　　〃　　　　　 　 利用なし：事業者負担最小0.2%（国が補助） レイワ ネン ガツ カイテイ ゴウ ゴウ リヨウ ジギョウシャ フタン イチリツ クニ ホジョ リヨウ ジギョウシャ フタン サイショウ クニ ホジョ		〇 融資限度額：６千万円（令和4年2月改定）
〇 信用保証料：セーフティネット4号・5号利用：事業者負担一律0.2％（国が補助）
　　　　　　　　　　〃　　　　　 　 利用なし：事業者負担最小0.2%（国が補助） レイワ ネン ガツ カイテイ ゴウ ゴウ リヨウ ジギョウシャ フタン イチリツ クニ ホジョ リヨウ ジギョウシャ フタン サイショウ クニ ホジョ								167		139

								伴走対応						〇 対　　　象：上記「伴走全国」を利用している中小企業者
〇 融資限度額：2億２千万円（令和4年2月改定）
〇 信用保証料：２千万円まで：3/4補助 
　　　　　　　 ２千万円超   ：1/2補助(小規模企業者のみ) チュウショウ キギョウ シャ レイワ ネン ガツ カイテイ シンヨウ ホジョ ホジョ		〇 対　　　象：上記「伴走全国」を利用している中小企業者
〇 融資限度額：2億２千万円（令和4年2月改定）
〇 信用保証料：２千万円まで：3/4補助 
　　　　　　　 ２千万円超   ：1/2補助(小規模企業者のみ) チュウショウ キギョウ シャ レイワ ネン ガツ カイテイ シンヨウ ホジョ ホジョ								368		332

						   　   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）								〇 対　　　象：感染症の影響を受けながらも（売上▲５％以上）、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中小企業者
〇 融 資 利 率：1.5％以内～2.２%以内（テレワーク導入等に伴う利率優遇あり）
〇 融資限度額：2億8千万円
〇 信用保証料：８千万円まで：3/4補助
　　　　　　　 ８千万円超   ：1/2補助（小規模企業者のみ） ウリアゲ イジョウ タイオウ トウ モノ ユウシ ゲンド ガク オク センマンエン シンヨウ ホジョ ショウキボ キギョウ シャ		〇 対　　　象：感染症の影響を受けながらも（売上▲５％以上）、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中小企業者
〇 融 資 利 率：1.5％以内～2.２%以内（テレワーク導入等に伴う利率優遇あり）
〇 融資限度額：2億8千万円
〇 信用保証料：８千万円まで：3/4補助
　　　　　　　 ８千万円超   ：1/2補助（小規模企業者のみ） ウリアゲ イジョウ タイオウ トウ モノ ユウシ ゲンド ガク オク センマンエン シンヨウ ホジョ ショウキボ キギョウ シャ



						■一般メニュー：融資目標額1兆2,980億円　　【色付き部分が新規・拡充・変更部分】 イッパン ユウシ モクヒョウガク チョウ オクエン



						一般メニュー イッパン						主 な 内 容

						
政策課題対応資金
（脱炭素・SDGｓ・DX・
テレワーク等） ダツ タンソ トウ								● 令和3年度「DX・イノベ・産業育成支援融資」をリニューアル
● DX対応・テレワーク推進として融資目標額を177億円上乗せして640億円に

〇 対　　　象：DXの推進や革新的な製品・サービス等の事業化、成長が期待される
                      産業分野、脱炭素やSDGｓ・テレワーク推進等に取り組む中小企業者
〇 融資限度額：2億8千万円
〇 信用保証料：DX・イノベ・産業育成支援等：1/2補助（小規模企業者のみ）、
　　　　　　　テレワーク：2/3補助、働き方改革：1/2補助、など レイワ ネンド サンギョウ イクセイ シエン ユウシ タイオウ スイシン ユウシ オクエン ウワノ オクエン ダツ タンソ スイシン トウ チュウショウ キギョウ シャ シンヨウ サンギョウ イクセイ シエン トウ ホジョ ショウキボ キギョウ シャ		● 令和3年度「DX・イノベ・産業育成支援融資」をリニューアル
● DX対応・テレワーク推進として融資目標額を177億円上乗せして640億円に

〇 対　　　象：DXの推進や革新的な製品・サービス等の事業化、成長が期待される
                      産業分野、脱炭素やSDGｓ・テレワーク推進等に取り組む中小企業者
〇 融資限度額：2億8千万円
〇 信用保証料：DX・イノベ・産業育成支援等：1/2補助（小規模企業者のみ）、
　　　　　　　テレワーク：2/3補助、働き方改革：1/2補助、など レイワ ネンド サンギョウ イクセイ シエン ユウシ タイオウ スイシン ユウシ オクエン ウワノ オクエン ダツ タンソ スイシン トウ チュウショウ キギョウ シャ シンヨウ サンギョウ イクセイ シエン トウ ホジョ ショウキボ キギョウ シャ

						事業承継融資
「事業承継」 ジギョウ ショウケイ ユウシ ジギョウ ショウケイ				〇 対　　　象 ：事業承継前後の中小企業者（メニュー別要件あり）
〇 融資限度額 ：2億8千万円
〇 融資利率　 ：1.5％以内～2.4%以内
〇 信用保証料：2/3補助（経営者保証不要型は2/3又は0.2%相当を補助）
〇 特例制度　 ：特定の事業承継支援を受けている事業者は利率優遇▲0.2% ジギョウ ショウケイ ゼンゴ チュウショウ キギョウ モノ ベツ ヨウケン ユウシ ゲンド ガク オク センマンエン シンヨウ ホショウ リョウ ホジョ ケイエイシャ ホショウ フヨウ ガタ マタ ソウトウ ホジョ トクレイ セイド トクテイ ジギョウ ショウケイ シエン ウ ジギョウシャ リリツ ユウグウ

								事業承継
一般 ジギョウ ショウケイ イッパン						〇 個別要件　：承継前10年又は承継後5年未満の事業承継計画に取組む中小企業者
〇 融資期間　：10年以内 コベツ ヨウケン ジギョウ ショウケイ ケイカク トリク チュウショウ キギョウ モノ ユウシ キカン ネン イナイ		〇 個別要件　：承継前10年又は承継後5年未満の事業承継計画に取組む中小企業者
〇 融資期間　：10年以内 コベツ ヨウケン ジギョウ ショウケイ ケイカク トリク チュウショウ キギョウ モノ ユウシ キカン ネン イナイ

								事業承継
経営者保証
不要型 ジギョウ ショウケイ ケイエイシャ ホショウ フヨウ ガタ						〇 個別要件　 ：原則事業承継前後3年以内（財務要件あり）
〇 融資期間　：10年以内
〇 保証人　　：不要（経営者保証免除） コベツ ヨウケン ゲンソク ジギョウ ショウケイ ゼンゴ ネン イナイ ザイム ヨウケン ギョウシャ キカン ネン イナイ ホショウニン フヨウ ケイエイシャ ホショウ メンジョ		〇 個別要件　 ：原則事業承継前後3年以内（財務要件あり）
〇 融資期間　：10年以内
〇 保証人　　：不要（経営者保証免除） コベツ ヨウケン ゲンソク ジギョウ ショウケイ ゼンゴ ネン イナイ ザイム ヨウケン ギョウシャ キカン ネン イナイ ホショウニン フヨウ ケイエイシャ ホショウ メンジョ

								事業承継
個人融資型 ジギョウ ショウケイ コジン ユウシ ガタ						〇 個別要件　：経営承継円滑化法の認定を受けている中小企業の代表者又は
　　　　　　　 事業を営んでいない個人
〇 融資期間　：15年以内 コベツ ヨウケン ケイエイ ショウケイ エンカツカ ホウ ニンテイ ウ チュウショウ キギョウ ダイヒョウシャ マタ ジギョウ イトナ コジン ユウシ キカン ネン イナイ		〇 個別要件　：経営承継円滑化法の認定を受けている中小企業の代表者又は
　　　　　　　 事業を営んでいない個人
〇 融資期間　：15年以内 コベツ ヨウケン ケイエイ ショウケイ エンカツカ ホウ ニンテイ ウ チュウショウ キギョウ ダイヒョウシャ マタ ジギョウ イトナ コジン ユウシ キカン ネン イナイ

						
事業承継融資
「M&Aつなぎ」 ジギョウ ショウケイ ユウシ		M&A
つなぎ						〇 対　　象　 ：M&Aにより事業承継に取組む中小企業者
〇 融資限度額：２,500万円
〇 融資期間　：3年以内　　　　　〇 融資利率　：1.7%以内または1.5%以内 ジギョウ ショウケイ トリク チュウショウ キギョウ シャ ユウシ キカン ネン イナイ ユウシ リリツ イナイ イナイ		〇 対　　象　 ：M&Aにより事業承継に取組む中小企業者
〇 融資限度額：２,500万円
〇 融資期間　：3年以内　　　　　〇 融資利率　：1.7%以内または1.5%以内 ジギョウ ショウケイ トリク チュウショウ キギョウ シャ ユウシ キカン ネン イナイ ユウシ リリツ イナイ イナイ

						
ウクライナ情勢対応
緊急融資 ジョウセイ タイオウ キンキュウ ユウシ								〇 対　　　象： 以下をいずれも満たす中小企業者
　 ● ウクライナ情勢を発端として、事業活動に影響を受けていること
　 ●「最近３カ月間の売上実績」又は
　　 「今後３か月間の売上見込」が直近同期比１０％以上減少
〇 融資限度額：１億円
〇 融資期間　：10年以内　　　　　　　　
〇 信用保証料： 3/4補助（小規模企業者）・2/3補助（小規模企業者以外） モノ チョッキン オク ユウシ キカン シンヨウ ホジョ キギョウ ホジョ ショウキボ		〇 対　　　象： 以下をいずれも満たす中小企業者
　 ● ウクライナ情勢を発端として、事業活動に影響を受けていること
　 ●「最近３カ月間の売上実績」又は
　　 「今後３か月間の売上見込」が直近同期比１０％以上減少
〇 融資限度額：１億円
〇 融資期間　：10年以内　　　　　　　　
〇 信用保証料： 3/4補助（小規模企業者）・2/3補助（小規模企業者以外） モノ チョッキン オク ユウシ キカン シンヨウ ホジョ キギョウ ホジョ ショウキボ

						　





PR版



						　

						■新型コロナウイルス感染症・ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資　【融資目標額：5,000億円】 カリカエ ユウシ モクヒョウガク オクエン



						特別借換
（新型コロナウイルス
　感染症対応緊急融資等） トクベツ カリカエ シンガタ カンセンショウ タイオウ キンキュウ ユウシ トウ								〇 対　　象：以下の都の感染症融資の借換を希望する中小企業者
※借換対象：令和元・2年度の感染症対応・感染症借換・危機対応（コロナ） 
※「感染症全国」は対象外　　　※利子補給なしの本メニューも借換対象
〇 融資利率　：1.5％以内～2.4%以内 
〇 融資限度額：借換元の融資残高に事業計画実施に必要な資金を加えた額
〇 融資期間　：15年以内 イカ ユウシ カリカエ キボウ チュウショウ キギョウ モノ カリカエ タイショウ レイワ モト ネンド カンセンショウ タイオウ カンセンショウ カリカエ キキ タイオウ ホン カリカエ タイショウ カリカエ モト ユウシ ザンダカ ジギョウ ケイカク ジッシ ヒツヨウ シキン クワ ガク ユウシ キカン ネン イナイ		【保証料補助】
８千万円まで：全額補助
８千万円超　：3/4補助


【利子補給】
融資実行後1年間
1/2利子補給
（利子補給上限なし） ホショウ リョウ ホジョ セン マンエン ゼンガク ホジョ センマンエン チョウ ホジョ リシ ホキュウ ユウシ ジッコウ ゴ ネンカン リシ ホキュウ リシ ホキュウ ジョウゲン

						ウクライナ情勢・
円安等対応緊急融資 ジョウセイ エンヤス トウ タイオウ キンキュウ ユウシ								〇 対　　　象： 以下をいずれも満たす中小企業者
　 ● 以下のいずれかを発端として、事業活動に影響を受けていること
　　  ウクライナ情勢・新型コロナウイルス感染症・円安
　 ●「最近３カ月間の売上実績」又は
　　 「今後３か月間の売上見込」が直近同期比１０％以上減少
〇 融資利率　：1.5%以内～2.2％以内
〇 融資限度額：１億円　　　　　　　　〇 融資期間　：10年以内 モノ イカ ジョウセイ シンガタ カンセンショウ エンヤス チョッキン ユウシ リリツ イナイ イナイ オク ユウシ キカン



						■上記以外の感染症メニュー　　【融資目標額：2600億円（拡充前の上記「特別借換（500億円）」を含む）】 ジョウキ イガイ カンセンショウ オクエン



						新型コロナ
ウイルス
感染症対応融資
（伴走） バンソウ				〇 対　　象：感染症の影響により売上が15%以上減少している中小企業者
〇 経営支援：金融機関が経営改善を伴走支援（5年間）
〇 融資利率：1.5％以内～2.2%以内 チュウショウ キギョウ ネンカン

								伴走全国						〇 融資限度額：1億円（令和4年10月改定）
〇 信用保証料：セーフティネット4号・5号利用：事業者負担一律0.2％（国が補助）
　　　　　　　　　　〃　　　　　 　 利用なし：事業者負担最小0.2%（国が補助） オク レイワ ネン ガツ カイテイ ゴウ ゴウ リヨウ ジギョウシャ フタン イチリツ クニ ホジョ リヨウ ジギョウシャ フタン サイショウ クニ ホジョ

								伴走対応						〇 対　　　象：上記「伴走全国」を利用している中小企業者
〇 融資限度額：1億8千万円（令和4年10月改定）
〇 信用保証料：1/2補助(小規模企業者のみ) チュウショウ キギョウ シャ レイワ ネン ガツ カイテイ シンヨウ ホジョ

						   　   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）								〇 対　　　象：感染症の影響を受けながらも（売上▲５％以上）、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中小企業者
〇 融 資 利 率：1.5％以内～2.２%以内（テレワーク導入等に伴う利率優遇あり）
〇 融資限度額：2億8千万円（令和4年10月改定）
〇 信用保証料：８千万円まで：3/4補助　　　 ８千万円超   ：1/2補助（小規模企業者のみ） ウリアゲ イジョウ タイオウ トウ モノ ユウシ ゲンド ガク オク センマンエン レイワ ネン ガツ カイテイ シンヨウ ホジョ ショウキボ キギョウ シャ





						■一般メニュー：融資目標額1兆2,980億円　　【色付き部分が新規・拡充・変更部分】 イッパン ユウシ モクヒョウガク チョウ オクエン



						一般メニュー イッパン						主 な 内 容

						
政策課題対応資金
（脱炭素・SDGｓ・DX・
テレワーク等） ダツ タンソ トウ								● 令和3年度「DX・イノベ・産業育成支援融資」をリニューアル
● DX対応・テレワーク推進として融資目標額を177億円上乗せして640億円に
● 令和4年10月、電力確保に向けた緊急的な取組に対する「HTT・ゼロエミッション支援」創設（リニューアル）
〇 対　　　象：DXの推進や革新的な製品・サービス等の事業化、成長が期待される
                      産業分野、脱炭素やSDGｓ・テレワーク推進・HTTやゼロエミッション推進等に取り組む中小企業者
〇 融資限度額：2億8千万円
〇 信用保証料：DX・イノベ・産業育成支援等：1/2補助（小規模企業者のみ）、
　　　　　　テレワーク：2/3補助、働き方改革：1/2補助、HTT・ゼロエミッション：2/3補助（R4.10月～）等 レイワ ネンド サンギョウ イクセイ シエン ユウシ タイオウ スイシン ユウシ オクエン ウワノ オクエン レイワ ネン ガツ デンリョク カクホ ム キンキュウテキ トリクミ タイ シエン ソウセツ ダツ タンソ スイシン スイシン トウ チュウショウ キギョウ シャ シンヨウ サンギョウ イクセイ シエン トウ ホジョ ショウキボ キギョウ シャ ホジョ ガツ トウ

						
設備融資 セツビ ユウシ		設備投資・
企業立地
促進 セツビ トウシ キギョウ リッチ ソクシン						● 令和4年10月、円安等を契機に都内への工場･事務所等の立地を図る中小企業者への支援として保証料補助拡充
〇 対  象：設備投資：事業の実施に必要な設備の導入・増強・改良・補修等、建物の改修・建替等を行う中小企業者
　   企業立地促進：引き続き1年以上同一事業を営み、都内で工場・事務所・店舗の新増設・移転を行う中小企業者
〇 融資限度額：２億8千万円　　〇 融資期間　：15年以内　　〇 融資利率　：1.5%以内～2.4%以内
○ 信用保証料：2/3補助（令和4年10月から「企業立地促進」の補助率を引上げ） レイワ ネン ガツ シエン ホショウ リョウ ホジョ カクジュウ セツビ トウシ ジギョウ ジッシ ヒツヨウ セツビ ドウニュウ ゾウキョウ カイリョウ ホシュウ トウ タテモノ カイシュウ タテカ トウ オコナ チュウショウ キギョウ シャ キギョウ リッチ ソクシン ヒ ツヅ ネン イジョウ ドウイツ ジギョウ イトナ トナイ コウジョウ ジム ショ テンポ シンゾウセツ イテン オコナ チュウショウ キギョウ シャ オク センマン ユウシ キカン ネン イナイ ユウシ リリツ イナイ イナイ シンヨウ ホショウ リョウ ホジョ レイワ ネン ガツ キギョウ リッチ ソクシン ホジョリツ ヒキア

						事業承継融資
「事業承継」 ジギョウ ショウケイ ユウシ ジギョウ ショウケイ				〇 対　　　象 ：事業承継前後の中小企業者（メニュー別要件あり）
〇 融資限度額 ：2億8千万円
〇 融資利率　 ：1.5％以内～2.4%以内
〇 信用保証料：2/3補助（経営者保証不要型は2/3又は0.2%相当を補助）
〇 特例制度　 ：特定の事業承継支援を受けている事業者は利率優遇▲0.2% ジギョウ ショウケイ ゼンゴ チュウショウ キギョウ モノ ベツ ヨウケン ユウシ ゲンド ガク オク センマンエン シンヨウ ホショウ リョウ ホジョ ケイエイシャ ホショウ フヨウ ガタ マタ ソウトウ ホジョ トクレイ セイド トクテイ ジギョウ ショウケイ シエン ウ ジギョウシャ リリツ ユウグウ

								事業承継
一般 ジギョウ ショウケイ イッパン						〇 個別要件　：承継前10年又は承継後5年未満の事業承継計画に取組む中小企業者
〇 融資期間　：10年以内 コベツ ヨウケン ジギョウ ショウケイ ケイカク トリク チュウショウ キギョウ モノ ユウシ キカン ネン イナイ

								事業承継
経営者保証
不要型 ジギョウ ショウケイ ケイエイシャ ホショウ フヨウ ガタ						〇 個別要件　 ：原則事業承継前後3年以内（財務要件あり）
〇 融資期間　：10年以内
〇 保証人　　：不要（経営者保証免除） コベツ ヨウケン ゲンソク ジギョウ ショウケイ ゼンゴ ネン イナイ ザイム ヨウケン ギョウシャ キカン ネン イナイ ホショウニン フヨウ ケイエイシャ ホショウ メンジョ

								事業承継
個人融資型 ジギョウ ショウケイ コジン ユウシ ガタ						〇 個別要件　：経営承継円滑化法の認定を受けている中小企業の代表者又は
　　　　　　　 事業を営んでいない個人
〇 融資期間　：15年以内 コベツ ヨウケン ケイエイ ショウケイ エンカツカ ホウ ニンテイ ウ チュウショウ キギョウ ダイヒョウシャ マタ ジギョウ イトナ コジン ユウシ キカン ネン イナイ

						
事業承継融資
「M&Aつなぎ」 ジギョウ ショウケイ ユウシ		M&A
つなぎ						〇 対　　象　 ：M&Aにより事業承継に取組む中小企業者
〇 融資限度額：２,500万円
〇 融資期間　：3年以内　　　　　〇 融資利率　：1.7%以内または1.5%以内 ジギョウ ショウケイ トリク チュウショウ キギョウ シャ ユウシ キカン ネン イナイ ユウシ リリツ イナイ イナイ

						　





						■感染症メニュー：融資目標額7,600億円　 　　【色付き部分が新規・拡充・変更部分】 カンセンショウ ユウシ モクヒョウガク オクエン イロツ ブブン シンキ カクジュウ ヘンコウ ブブン



						感染症メニュー カンセンショウ						主 な 内 容

						新型コロナ
ウイルス感染症・
ウクライナ情勢・
円安等対応緊急融資 シンガタ カンセンショウ ジョウセイ エンヤス トウ タイオウ キンキュウ ユウシ				特別借換
（新型コロナウイルス
　感染症対応緊急融資等） トクベツ カリカエ シンガタ カンセンショウ タイオウ キンキュウ ユウシ トウ				〇 対　　象：以下の都の感染症融資の借換を希望する中小企業
※借換対象は、令和元・2年度の感染症対応・感染症借換・危機対応（コロナ） 
※「感染症全国」は対象外


〇 融資利率　：1.5％以内～2.4%以内 
〇 融資限度額：借換元の融資残高に事業計画実施に必要な資金を加えた額
〇 信用保証料：8千万円まで：全額補助
　　　　　　　8千万円超  ：3/4補助 イカ ユウシ カリカエ キボウ チュウショウ キギョウ カリカエ タイショウ レイワ モト ネンド カンセンショウ タイオウ カンセンショウ カリカエ キキ タイオウ カリカエ モト ユウシ ザンダカ ジギョウ ケイカク ジッシ ヒツヨウ シキン クワ ガク シンヨウ ゼンガク ホジョ ホジョ

										
ウクライナ情勢対応
緊急融資 ジョウセイ タイオウ キンキュウ ユウシ				〇 対　　　象： 以下をいずれも満たす中小企業
　 ● ウクライナ情勢を発端として、事業活動に影響を受けていること
　 ●「最近３カ月間の売上実績」又は
　　 「今後３か月間の売上見込」が直近同期比１０％以上減少
〇 融資限度額：１億円
〇 融資期間　：10年以内　　　　　　　　
〇 信用保証料： 3/4補助（小規模企業）・2/3補助（小規模企業以外） チョッキン オク ユウシ キカン シンヨウ ホジョ キギョウ ホジョ ショウキボ

						新型コロナ
ウイルス
感染症対応融資
（伴走） バンソウ				〇 対　　象：感染症の影響により売上が15%以上減少している中小企業
〇 経営支援：金融機関が経営改善を伴走支援（5年間）
〇 融資利率：1.5％以内～2.2%以内 チュウショウ キギョウ ネンカン

								伴走全国						〇 融資限度額：６千万円（令和4年2月改定）
〇 信用保証料：セーフティネット4号・5号利用：事業者負担一律0.2％（国が補助）
　　　　　　　　　　〃　　　　　 　 利用なし：事業者負担最小0.2%（国が補助） レイワ ネン ガツ カイテイ ゴウ ゴウ リヨウ ジギョウシャ フタン イチリツ クニ ホジョ リヨウ ジギョウシャ フタン サイショウ クニ ホジョ

								伴走対応						〇 対　　　象：上記「伴走全国」を利用している中小企業
〇 融資限度額：2億２千万円（令和4年2月改定）
〇 信用保証料：２千万円まで：3/4補助 
　　　　　　　 ２千万円超   ：1/2補助(小規模企業のみ) チュウショウ キギョウ レイワ ネン ガツ カイテイ シンヨウ ホジョ ホジョ

						   　   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）								〇 対　　　象：感染症の影響を受けながらも（売上▲５％以上）、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中小企業
〇 融 資 利 率：1.5％以内～2.２%以内（テレワーク導入等に伴う利率優遇あり）
〇 融資限度額：2億8千万円
〇 信用保証料：８千万円まで：3/4補助
　　　　　　　 ８千万円超   ：1/2補助（小規模企業のみ） ウリアゲ イジョウ タイオウ トウ ユウシ ゲンド ガク オク センマンエン シンヨウ ホジョ ショウキボ キギョウ





						■一般メニュー：融資目標額1兆2,980億円　　【色付き部分が新規・拡充・変更部分】 イッパン ユウシ モクヒョウガク チョウ オクエン



						一般メニュー イッパン						主 な 内 容

						
政策課題対応資金
（脱炭素・SDGｓ・DX・
テレワーク等） ダツ タンソ トウ								● 令和3年度「DX・イノベ・産業育成支援融資」をリニューアル
● DX対応・テレワーク推進として融資目標額を177億円上乗せして640億円に

〇 対　　　象：DXの推進や革新的な製品・サービス等の事業化、成長が期待される
                      産業分野、脱炭素やSDGｓ・テレワーク推進等に取り組む中小企業
〇 融資限度額：2億8千万円
〇 信用保証料：DX・イノベ・産業育成支援等：1/2補助（小規模企業のみ）、
　　　　　　　テレワーク：2/3補助、働き方改革：1/2補助、など レイワ ネンド サンギョウ イクセイ シエン ユウシ タイオウ スイシン ユウシ オクエン ウワノ オクエン ダツ タンソ スイシン トウ チュウショウ キギョウ シンヨウ サンギョウ イクセイ シエン トウ ホジョ ショウキボ キギョウ

						事業承継融資
「事業承継」 ジギョウ ショウケイ ユウシ ジギョウ ショウケイ				〇 対　　　象 ：事業承継前後の中小企業（メニュー別要件あり）
〇 融資限度額 ：2億8千万円
〇 融資利率　 ：1.5％以内～2.4%以内
〇 信用保証料：2/3補助（経営者保証不要型は2/3又は0.2%相当を補助）
〇 特例制度　 ：特定の事業承継支援を受けている事業者は利率優遇▲0.2% ジギョウ ショウケイ ゼンゴ チュウショウ キギョウ ベツ ヨウケン ユウシ ゲンド ガク オク センマンエン シンヨウ ホショウ リョウ ホジョ ケイエイシャ ホショウ フヨウ ガタ マタ ソウトウ ホジョ トクレイ セイド トクテイ ジギョウ ショウケイ シエン ウ ジギョウシャ リリツ ユウグウ

								事業承継
一般 ジギョウ ショウケイ イッパン						〇 個別要件　：承継前10年又は承継後5年未満の事業承継計画に取組む中小企業
〇 融資期間　：10年以内 コベツ ヨウケン ジギョウ ショウケイ ケイカク トリク チュウショウ キギョウ ユウシ キカン ネン イナイ

								事業承継
経営者保証
不要型 ジギョウ ショウケイ ケイエイシャ ホショウ フヨウ ガタ						〇 個別要件　 ：原則事業承継前後3年以内（財務要件あり）
〇 融資期間　：10年以内
〇 保証人　　：不要（経営者保証免除） コベツ ヨウケン ゲンソク ジギョウ ショウケイ ゼンゴ ネン イナイ ザイム ヨウケン ギョウシャ キカン ネン イナイ ホショウニン フヨウ ケイエイシャ ホショウ メンジョ

								事業承継
個人融資型 ジギョウ ショウケイ コジン ユウシ ガタ						〇 個別要件　：経営承継円滑化法の認定を受けている中小企業の代表者又は
　　　　　　　 事業を営んでいない個人
〇 融資期間　：15年以内 コベツ ヨウケン ケイエイ ショウケイ エンカツカ ホウ ニンテイ ウ チュウショウ キギョウ ダイヒョウシャ マタ ジギョウ イトナ コジン ユウシ キカン ネン イナイ

						
事業承継融資
「M&Aつなぎ」 ジギョウ ショウケイ ユウシ		M&A
つなぎ						〇 対　　象　 ：M&Aにより事業承継に取組む中小企業
〇 融資限度額：２,500万円
〇 融資期間　：3年以内　　　　　〇 融資利率　：1.7%以内または1.5%以内 ジギョウ ショウケイ トリク チュウショウ キギョウ ユウシ キカン ネン イナイ ユウシ リリツ イナイ イナイ
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								感染症メニュー カンセンショウ		７６００億円 オクエン		※

								一般メニュー イッパン		１兆２９８０億円 チョウ オクエン







通常



						■新型コロナウイルス感染症・ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資　【融資目標額：5,000億円】 カリカエ ユウシ モクヒョウガク オクエン



						感染症メニュー カンセンショウ						主 な 内 容				保証料補助・利子補給 ホショウ リョウ ホジョ リシ ホキュウ

						特別借換
（新型コロナウイルス
　感染症対応緊急融資等） トクベツ カリカエ シンガタ カンセンショウ タイオウ キンキュウ ユウシ トウ								〇 対　　象：以下の都の感染症融資の借換を希望する中小企業者
※借換対象は、令和元・2年度の感染症対応・感染症借換・危機対応（コロナ） 
※「感染症全国」は対象外　※令和4年度の本メニュー（利子補給なし）も借換対象

〇 融資利率　：1.5％以内～2.4%以内 
〇 融資限度額：借換元の融資残高に事業計画実施に必要な資金を加えた額
〇 融資期間：15年以内 イカ ユウシ カリカエ キボウ チュウショウ キギョウ モノ カリカエ タイショウ レイワ モト ネンド カンセンショウ タイオウ カンセンショウ カリカエ キキ タイオウ レイワ ネンド ホン リシ ホキュウ カリカエ タイショウ カリカエ モト ユウシ ザンダカ ジギョウ ケイカク ジッシ ヒツヨウ シキン クワ ガク ユウシ キカン ネン イナイ		【保証料補助】
８千万円まで：全額補助
８千万円超　：3/4補助


【利子補給】
融資実行後1年間
1/2利子補給
（利子補給上限なし） ホショウ リョウ ホジョ セン マンエン ゼンガク ホジョ センマンエン チョウ ホジョ リシ ホキュウ ユウシ ジッコウ ゴ ネンカン リシ ホキュウ リシ ホキュウ ジョウゲン

						ウクライナ情勢・
円安等対応緊急融資 ジョウセイ エンヤス トウ タイオウ キンキュウ ユウシ								〇 対　　　象： 以下をいずれも満たす中小企業者
　 ● 以下のいずれかを発端として、事業活動に影響を受けていること
　　  ウクライナ情勢・新型コロナウイルス感染症・円安
　 ●「最近３カ月間の売上実績」又は
　　 「今後３か月間の売上見込」が直近同期比１０％以上減少
〇 融資限度額：１億円
〇 融資期間　：10年以内 モノ イカ ジョウセイ シンガタ カンセンショウ エンヤス チョッキン オク ユウシ キカン





						新型コロナ
ウイルス
感染症対応融資
（伴走） バンソウ				〇 対　　象：感染症の影響により売上が15%以上減少している中小企業者
〇 経営支援：金融機関が経営改善を伴走支援（5年間）
〇 融資利率：1.5％以内～2.2%以内 チュウショウ キギョウ ネンカン

								伴走全国						〇 融資限度額：６千万円（令和4年2月改定）
〇 信用保証料：セーフティネット4号・5号利用：事業者負担一律0.2％（国が補助）
　　　　　　　　　　〃　　　　　 　 利用なし：事業者負担最小0.2%（国が補助） レイワ ネン ガツ カイテイ ゴウ ゴウ リヨウ ジギョウシャ フタン イチリツ クニ ホジョ リヨウ ジギョウシャ フタン サイショウ クニ ホジョ		〇 融資限度額：６千万円（令和4年2月改定）
〇 信用保証料：セーフティネット4号・5号利用：事業者負担一律0.2％（国が補助）
　　　　　　　　　　〃　　　　　 　 利用なし：事業者負担最小0.2%（国が補助） レイワ ネン ガツ カイテイ ゴウ ゴウ リヨウ ジギョウシャ フタン イチリツ クニ ホジョ リヨウ ジギョウシャ フタン サイショウ クニ ホジョ

								伴走対応						〇 対　　　象：上記「伴走全国」を利用している中小企業者
〇 融資限度額：2億２千万円（令和4年2月改定）
〇 信用保証料：２千万円まで：3/4補助 
　　　　　　　 ２千万円超   ：1/2補助(小規模企業者のみ) チュウショウ キギョウ シャ レイワ ネン ガツ カイテイ シンヨウ ホジョ ホジョ		〇 対　　　象：上記「伴走全国」を利用している中小企業者
〇 融資限度額：2億２千万円（令和4年2月改定）
〇 信用保証料：２千万円まで：3/4補助 
　　　　　　　 ２千万円超   ：1/2補助(小規模企業者のみ) チュウショウ キギョウ シャ レイワ ネン ガツ カイテイ シンヨウ ホジョ ホジョ

						   　   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）								〇 対　　　象：感染症の影響を受けながらも（売上▲５％以上）、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中小企業者
〇 融 資 利 率：1.5％以内～2.２%以内（テレワーク導入等に伴う利率優遇あり）
〇 融資限度額：2億8千万円
〇 信用保証料：８千万円まで：3/4補助
　　　　　　　 ８千万円超   ：1/2補助（小規模企業者のみ） ウリアゲ イジョウ タイオウ トウ モノ ユウシ ゲンド ガク オク センマンエン シンヨウ ホジョ ショウキボ キギョウ シャ		〇 対　　　象：感染症の影響を受けながらも（売上▲５％以上）、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中小企業者
〇 融 資 利 率：1.5％以内～2.２%以内（テレワーク導入等に伴う利率優遇あり）
〇 融資限度額：2億8千万円
〇 信用保証料：８千万円まで：3/4補助
　　　　　　　 ８千万円超   ：1/2補助（小規模企業者のみ） ウリアゲ イジョウ タイオウ トウ モノ ユウシ ゲンド ガク オク センマンエン シンヨウ ホジョ ショウキボ キギョウ シャ



						■一般メニュー：融資目標額1兆2,980億円　　【色付き部分が新規・拡充・変更部分】 イッパン ユウシ モクヒョウガク チョウ オクエン



						一般メニュー イッパン						主 な 内 容

						
政策課題対応資金
（脱炭素・SDGｓ・DX・
テレワーク等） ダツ タンソ トウ								● 令和3年度「DX・イノベ・産業育成支援融資」をリニューアル
● DX対応・テレワーク推進として融資目標額を177億円上乗せして640億円に

〇 対　　　象：DXの推進や革新的な製品・サービス等の事業化、成長が期待される
                      産業分野、脱炭素やSDGｓ・テレワーク推進等に取り組む中小企業者
〇 融資限度額：2億8千万円
〇 信用保証料：DX・イノベ・産業育成支援等：1/2補助（小規模企業者のみ）、
　　　　　　　テレワーク：2/3補助、働き方改革：1/2補助、など レイワ ネンド サンギョウ イクセイ シエン ユウシ タイオウ スイシン ユウシ オクエン ウワノ オクエン ダツ タンソ スイシン トウ チュウショウ キギョウ シャ シンヨウ サンギョウ イクセイ シエン トウ ホジョ ショウキボ キギョウ シャ		● 令和3年度「DX・イノベ・産業育成支援融資」をリニューアル
● DX対応・テレワーク推進として融資目標額を177億円上乗せして640億円に

〇 対　　　象：DXの推進や革新的な製品・サービス等の事業化、成長が期待される
                      産業分野、脱炭素やSDGｓ・テレワーク推進等に取り組む中小企業者
〇 融資限度額：2億8千万円
〇 信用保証料：DX・イノベ・産業育成支援等：1/2補助（小規模企業者のみ）、
　　　　　　　テレワーク：2/3補助、働き方改革：1/2補助、など レイワ ネンド サンギョウ イクセイ シエン ユウシ タイオウ スイシン ユウシ オクエン ウワノ オクエン ダツ タンソ スイシン トウ チュウショウ キギョウ シャ シンヨウ サンギョウ イクセイ シエン トウ ホジョ ショウキボ キギョウ シャ

						事業承継融資
「事業承継」 ジギョウ ショウケイ ユウシ ジギョウ ショウケイ				〇 対　　　象 ：事業承継前後の中小企業者（メニュー別要件あり）
〇 融資限度額 ：2億8千万円
〇 融資利率　 ：1.5％以内～2.4%以内
〇 信用保証料：2/3補助（経営者保証不要型は2/3又は0.2%相当を補助）
〇 特例制度　 ：特定の事業承継支援を受けている事業者は利率優遇▲0.2% ジギョウ ショウケイ ゼンゴ チュウショウ キギョウ モノ ベツ ヨウケン ユウシ ゲンド ガク オク センマンエン シンヨウ ホショウ リョウ ホジョ ケイエイシャ ホショウ フヨウ ガタ マタ ソウトウ ホジョ トクレイ セイド トクテイ ジギョウ ショウケイ シエン ウ ジギョウシャ リリツ ユウグウ

								事業承継
一般 ジギョウ ショウケイ イッパン						〇 個別要件　：承継前10年又は承継後5年未満の事業承継計画に取組む中小企業者
〇 融資期間　：10年以内 コベツ ヨウケン ジギョウ ショウケイ ケイカク トリク チュウショウ キギョウ モノ ユウシ キカン ネン イナイ		〇 個別要件　：承継前10年又は承継後5年未満の事業承継計画に取組む中小企業者
〇 融資期間　：10年以内 コベツ ヨウケン ジギョウ ショウケイ ケイカク トリク チュウショウ キギョウ モノ ユウシ キカン ネン イナイ

								事業承継
経営者保証
不要型 ジギョウ ショウケイ ケイエイシャ ホショウ フヨウ ガタ						〇 個別要件　 ：原則事業承継前後3年以内（財務要件あり）
〇 融資期間　：10年以内
〇 保証人　　：不要（経営者保証免除） コベツ ヨウケン ゲンソク ジギョウ ショウケイ ゼンゴ ネン イナイ ザイム ヨウケン ギョウシャ キカン ネン イナイ ホショウニン フヨウ ケイエイシャ ホショウ メンジョ		〇 個別要件　 ：原則事業承継前後3年以内（財務要件あり）
〇 融資期間　：10年以内
〇 保証人　　：不要（経営者保証免除） コベツ ヨウケン ゲンソク ジギョウ ショウケイ ゼンゴ ネン イナイ ザイム ヨウケン ギョウシャ キカン ネン イナイ ホショウニン フヨウ ケイエイシャ ホショウ メンジョ

								事業承継
個人融資型 ジギョウ ショウケイ コジン ユウシ ガタ						〇 個別要件　：経営承継円滑化法の認定を受けている中小企業の代表者又は
　　　　　　　 事業を営んでいない個人
〇 融資期間　：15年以内 コベツ ヨウケン ケイエイ ショウケイ エンカツカ ホウ ニンテイ ウ チュウショウ キギョウ ダイヒョウシャ マタ ジギョウ イトナ コジン ユウシ キカン ネン イナイ		〇 個別要件　：経営承継円滑化法の認定を受けている中小企業の代表者又は
　　　　　　　 事業を営んでいない個人
〇 融資期間　：15年以内 コベツ ヨウケン ケイエイ ショウケイ エンカツカ ホウ ニンテイ ウ チュウショウ キギョウ ダイヒョウシャ マタ ジギョウ イトナ コジン ユウシ キカン ネン イナイ

						
事業承継融資
「M&Aつなぎ」 ジギョウ ショウケイ ユウシ		M&A
つなぎ						〇 対　　象　 ：M&Aにより事業承継に取組む中小企業者
〇 融資限度額：２,500万円
〇 融資期間　：3年以内　　　　　〇 融資利率　：1.7%以内または1.5%以内 ジギョウ ショウケイ トリク チュウショウ キギョウ シャ ユウシ キカン ネン イナイ ユウシ リリツ イナイ イナイ		〇 対　　象　 ：M&Aにより事業承継に取組む中小企業者
〇 融資限度額：２,500万円
〇 融資期間　：3年以内　　　　　〇 融資利率　：1.7%以内または1.5%以内 ジギョウ ショウケイ トリク チュウショウ キギョウ シャ ユウシ キカン ネン イナイ ユウシ リリツ イナイ イナイ

						
ウクライナ情勢対応
緊急融資 ジョウセイ タイオウ キンキュウ ユウシ								〇 対　　　象： 以下をいずれも満たす中小企業者
　 ● ウクライナ情勢を発端として、事業活動に影響を受けていること
　 ●「最近３カ月間の売上実績」又は
　　 「今後３か月間の売上見込」が直近同期比１０％以上減少
〇 融資限度額：１億円
〇 融資期間　：10年以内　　　　　　　　
〇 信用保証料： 3/4補助（小規模企業者）・2/3補助（小規模企業者以外） モノ チョッキン オク ユウシ キカン シンヨウ ホジョ キギョウ ホジョ ショウキボ		〇 対　　　象： 以下をいずれも満たす中小企業者
　 ● ウクライナ情勢を発端として、事業活動に影響を受けていること
　 ●「最近３カ月間の売上実績」又は
　　 「今後３か月間の売上見込」が直近同期比１０％以上減少
〇 融資限度額：１億円
〇 融資期間　：10年以内　　　　　　　　
〇 信用保証料： 3/4補助（小規模企業者）・2/3補助（小規模企業者以外） モノ チョッキン オク ユウシ キカン シンヨウ ホジョ キギョウ ホジョ ショウキボ

						　





表紙



								            ● 特別借換（新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等） トクベツ カリカエ シンガタ

										〇 令和元・２年度の都の実質無利子融資（※裏面参照）の借換えにより、当座の返済負担を軽減 レイワ モト ネンド ト ジッシツ ユウシ リメン サンショウ カリカ トウザ ヘンサイ フタン ケイゲン

										〇 信用保証料：8千万円まで 全額補助　・　8千万円超 3/4補助（いずれも全事業者） シンヨウ ホショウ リョウ センマンエン ゼンガク ホジョ センマンエン チョウ ホジョ ゼン ジギョウシャ

										● 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。　● 「感染症全国」は借換対象外です。 カ カ バアイ カリカエ モト ユウシ リシ ホキュウ ヒ ツ カンセンショウ ゼンコク カリカエ タイショウ ガイ





								　　　　　　● 新型コロナウイルス感染症対応融資（伴走全国・伴走対応） シンガタ カンセンショウ タイオウ ユウシ バンソウ ゼンコク バンソウ タイオウ

										〇 金融機関が経営改善を伴走支援（5年間） キンユウ

										〇 信用保証料：「伴走全国」　事業者負担1.15%～0.2%となるよう国が補助（全事業者） シンヨウ ホショウ リョウ バンソウ ゼンコク ジギョウシャ フタン クニ ホジョ ゼン ジギョウシャ

										　　　　　　　　　　　「伴走対応」　2千万円（「伴走全国」と合算で8千万円）まで都が3/4補助（全事業者） バンソウ タイオウ センマンエン バンソウ ゼンコク ガッサン センマンエン ト ホジョ ゼン ジギョウシャ

										　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2千万円超　都が1/2補助（小規模企業者） ト ホジョ ショウキボ キギョウ シャ



								　　　　　　● 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） ジギョウ テンカン ギョウタイ テンカン トウ シエン ユウシ シンガタ カンセンショウ タイオウ

										〇 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中小企業者を支援 カンセンショウ エイキョウ ウ ジギョウ テンカン ジギョウ タカクカ タイオウ トウ ギョウタイ テンカン ト ク チュウショウ キギョウ モノ シエン

										〇 信用保証料：8千万円まで 3/4補助（全事業者）　・　8千万円超 1/2補助（小規模企業者） シンヨウ ホショウ リョウ センマンエン ホジョ ゼン ジギョウシャ センマンエン チョウ ホジョ





								　　　　　　● 「政策課題対応資金（脱炭素・SDGｓ・DX・テレワーク等）」

										〇 DX・テレワーク推進の取組支援として融資目標額を1７７億円増、対象を拡大してリニューアル



								　　　　　　● 「事業承継融資」の全メニューの信用保証料補助を拡充（1/2補助から2/3補助※裏面に） ジギョウ ショウケイ ユウシ スベ シンヨウ ホショウ リョウ ホジョ カクジュウ ホジョ ホジョ

										〇 保証付以外を含む全ての借入の経営者保証が不要となる「経営者保証不要型」など、多様なメニューで事業承継を支援 ホショウ ヅキ イガイ フク スベ カリイ ケイエイシャ ホショウ フヨウ ケイエイシャ ホショウ フヨウ ガタ タヨウ ジギョウ ショウケイ シエン







										● 「ウクライナ情勢対応緊急融資」（令和4年3月15日創設）

										〇 ウクライナ情勢を発端として事業活動に影響が生じる中小企業者を集中的に支援 チュウショウ キギョウ シャ ギョウシャ

										〇 信用保証料：3/4補助（小規模企業者）　・　2/3補助（小規模企業者以外）　　　　〇 融資限度額：1億円 シンヨウ ホショウ リョウ ホジョ ショウキボ キギョウ モノ ホジョ ショウキボ キギョウ シャ イガイ ユウシ ゲンド ガク オクエン



								※ 各メニューの概要は裏面をご覧ください。 カク ガイヨウ リメン ラン





								〇海外展開を目指す都内中小企業を支援する都の事業「海外転換支援」の対象拡大【拡充】 カイガイ テンカイ メザ トナイ チュウショウ キギョウ シエン ト ジギョウ カイガイ テンカン シエン タイショウ カクダイ カクジュウ

										〇金融機関・支援機関・東京信用保証協会が連携して、海外展開の検討から資金調達、融資実行までを一貫支援する都の事業「海外展開支援」を拡充 キンユウ キカン シエン キカン トウキョウ シンヨウ ホショウ キョウカイ レンケイ カイガイ テンカイ ケントウ シキン チョウタツ ユウシ ジッコウ イッカン シエン ト ジギョウ カイガイ テンカイ シエン カクジュウ

										　令和4年度から都制度融資の全メニューの利用予定者（海外展開を行おうとする中小企業）が支援対象となります（別途、事業の申込が必要） レイワ ネンド ト セイド ユウシ スベ リヨウ ヨテイ シャ カイガイ テンカイ オコナ チュウショウ キギョウ シエン タイショウ ベット ジギョウ モウシコミ ヒツヨウ

										〇日本貿易振興機構（JETRO）・東京都中小企業振興公社・中小企業基盤整備機構の支援を利用可能（支援の一部は50万円まで無料） ニホン ボウエキ シンコウ キコウ トウキョウ ト チュウショウ キギョウ シンコウ コウシャ チュウショウ キギョウ キバン セイビ キコウ シエン リヨウ カノウ シエン イチブ マンエン ムリョウ

																						【東京都マーク】 トウキョウ ト																		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



削　　　除

令和４年６月末までの緊急支援

令和4年3月15日創設

3月15日創設

【ご注意ください】　有利子のメニューです
　借換えによりこれまでの利子補給は終了します

令和4年６月末までの緊急支援



ウクライナと感染症



								            ● 特別借換（新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等） トクベツ カリカエ シンガタ

										〇 令和元・２年度の都の実質無利子融資（※裏面参照）の借換えにより、当座の返済負担を軽減 レイワ モト ネンド ト ジッシツ ユウシ リメン サンショウ カリカ トウザ ヘンサイ フタン ケイゲン

										〇 信用保証料：8千万円まで 全額補助　・　8千万円超 3/4補助（いずれも全事業者） シンヨウ ホショウ リョウ センマンエン ゼンガク ホジョ センマンエン チョウ ホジョ ゼン ジギョウシャ

										● 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。　● 「感染症全国」は借換対象外です。 カ カ バアイ カリカエ モト ユウシ リシ ホキュウ ヒ ツ カンセンショウ ゼンコク カリカエ タイショウ ガイ







										● 「ウクライナ情勢対応緊急融資」（令和4年3月15日創設）

										〇 ウクライナ情勢を発端として事業活動に影響が生じる事業者を集中的に支援 ジギョウ モノ

										〇 信用保証料：3/4補助（小規模企業者）　・　2/3補助（小規模企業者以外）　　　　〇 融資限度額：1億円 シンヨウ ホショウ リョウ ホジョ ショウキボ キギョウ モノ ホジョ ショウキボ キギョウ シャ イガイ ユウシ ゲンド ガク オクエン



								　　　　　　● 新型コロナウイルス感染症対応融資（伴走全国・伴走対応） シンガタ カンセンショウ タイオウ ユウシ バンソウ ゼンコク バンソウ タイオウ

										〇 金融機関が経営改善を伴走支援（5年間） キンユウ

										〇 信用保証料：「伴走全国」　事業者負担1.15%～0.2%となるよう国が補助（全事業者） シンヨウ ホショウ リョウ バンソウ ゼンコク ジギョウシャ フタン クニ ホジョ ゼン ジギョウシャ

										　　　　　　　　　　　「伴走対応」　2千万円（「伴走全国」と合算で8千万円）まで都が3/4補助（全事業者） バンソウ タイオウ センマンエン バンソウ ゼンコク ガッサン センマンエン ト ホジョ ゼン ジギョウシャ

										　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2千万円超　都が1/2補助（小規模企業者） ト ホジョ ショウキボ キギョウ シャ



								　　　　　　● 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） ジギョウ テンカン ギョウタイ テンカン トウ シエン ユウシ シンガタ カンセンショウ タイオウ

										〇 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 カンセンショウ エイキョウ ウ ジギョウ テンカン ジギョウ タカクカ タイオウ トウ ギョウタイ テンカン ト ク トナイ チュウショウ キギョウ シエン

										〇 信用保証料：8千万円まで 3/4補助（全事業者）　・　8千万円超 1/2補助（小規模企業者） シンヨウ ホショウ リョウ センマンエン ホジョ ゼン ジギョウシャ センマンエン チョウ ホジョ





								　　　　　　● 「政策課題対応資金（DX・脱炭素・SDGｓ・テレワーク等）」

										〇 DX・テレワーク推進の取組支援として融資目標額を1７７億円増、対象を拡大してリニューアル



								　　　　　　● 「事業承継融資」の全メニューの信用保証料補助を拡充（1/2補助から2/3補助※裏面に） ジギョウ ショウケイ ユウシ スベ シンヨウ ホショウ リョウ ホジョ カクジュウ ホジョ ホジョ

										〇 保証付以外を含む全ての借入の経営者保証が不要となる「経営者保証不要型」など、多様なメニューで事業承継を支援 ホショウ ヅキ イガイ フク スベ カリイ ケイエイシャ ホショウ フヨウ ケイエイシャ ホショウ フヨウ ガタ タヨウ ジギョウ ショウケイ シエン







								※ 各メニューの概要は裏面をご覧ください。 カク ガイヨウ リメン ラン





								〇海外展開を目指す都内中小企業を支援する都の事業「海外転換支援」の対象拡大【拡充】 カイガイ テンカイ メザ トナイ チュウショウ キギョウ シエン ト ジギョウ カイガイ テンカン シエン タイショウ カクダイ カクジュウ

										〇金融機関・支援機関・東京信用保証協会が連携して、海外展開の検討から資金調達、融資実行までを一貫支援する都の事業「海外展開支援」を拡充 キンユウ キカン シエン キカン トウキョウ シンヨウ ホショウ キョウカイ レンケイ カイガイ テンカイ ケントウ シキン チョウタツ ユウシ ジッコウ イッカン シエン ト ジギョウ カイガイ テンカイ シエン カクジュウ

										　令和4年度から都制度融資の全メニューの利用予定者（海外展開を行おうとする中小企業）が支援対象となります（別途、事業の申込が必要） レイワ ネンド ト セイド ユウシ スベ リヨウ ヨテイ シャ カイガイ テンカイ オコナ チュウショウ キギョウ シエン タイショウ ベット ジギョウ モウシコミ ヒツヨウ

										〇日本貿易振興機構（JETRO）・東京都中小企業振興公社・中小企業基盤整備機構の支援を利用可能（支援の一部は50万円まで無料） ニホン ボウエキ シンコウ キコウ トウキョウ ト チュウショウ キギョウ シンコウ コウシャ チュウショウ キギョウ キバン セイビ キコウ シエン リヨウ カノウ シエン イチブ マンエン ムリョウ

																						【東京都マーク】 トウキョウ ト																		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



削　　　除

令和４年６月末までの緊急支援

令和4年3月15日創設

3月15日創設

【ご注意ください】　有利子のメニューです
　借換えによりこれまでの利子補給は終了します

令和4年６月末までの緊急支援



別プレス ウクライナと感染症



						■「ウクライナ情勢対応緊急融資」の継続：融資目標額480億円 ジョウセイ タイオウ キンキュウ ユウシ ケイゾク ユウシ モクヒョウガク オクエン



						一般メニュー イッパン						主 な 内 容

						
ウクライナ情勢対応
緊急融資 ジョウセイ タイオウ キンキュウ ユウシ								〇 対　　　象： 以下をいずれも満たす都内中小企業等
　 ● ウクライナ情勢を発端として、事業活動に影響を受けていること
　 ●「最近３カ月間の売上実績」又は
　　 「今後３か月間の売上見込」が直近同期比１０％以上減少
〇 融資限度額：１億円
〇 融資期間　：10年以内　　　　　　　　
〇 信用保証料： 3/4補助（小規模企業者）・2/3補助（小規模企業者以外） チョッキン オク ユウシ キカン シンヨウ ホジョ キギョウ ホジョ ショウキボ





						■「特別借換（新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等）」の創設：融資目標額5,500億円　 　　　　 トクベツ カリカエ シンガタ カンセンショウ タイオウ キンキュウ ユウシ トウ ソウセツ ユウシ モクヒョウガク オクエン



						感染症メニュー カンセンショウ						主 な 内 容

						特別借換
（新型コロナウイルス
　感染症対応緊急融資等） トクベツ カリカエ シンガタ カンセンショウ タイオウ キンキュウ ユウシ トウ								〇 対　　象：以下の都の感染症融資の借換を希望する中小企業者
※借換対象は、令和元・2年度の感染症対応・感染症借換・危機対応（コロナ） 
※「感染症全国」は対象外

〇 融資利率　：1.5％以内～2.4%以内 
〇 融資限度額：2億8千万円
〇 信用保証料：8千万円まで：全額補助
　　　　　　　8千万円超  ：3/4補助 イカ ユウシ カリカエ キボウ チュウショウ キギョウ モノ カリカエ タイショウ レイワ モト ネンド カンセンショウ タイオウ カンセンショウ カリカエ キキ タイオウ シンヨウ ゼンガク ホジョ ホジョ





						新型コロナ
ウイルス
感染症対応融資
（伴走） バンソウ				〇 対　　象：感染症の影響により売上が15%以上減少している中小企業者
〇 経営支援：金融機関が経営改善を伴走支援（5年間）
〇 融資利率：1.5％以内～2.2%以内 チュウショウ キギョウ ネンカン

								伴走全国						〇 融資限度額：６千万円（令和4年2月改定）
〇 信用保証料：セーフティネット4号・5号利用：事業者負担一律0.2％（国が補助）
　　　　　　　　　　〃　　　　　 　 利用なし：事業者負担最小0.2%（国が補助） レイワ ネン ガツ カイテイ ゴウ ゴウ リヨウ ジギョウシャ フタン イチリツ クニ ホジョ リヨウ ジギョウシャ フタン サイショウ クニ ホジョ

								伴走対応						〇 対　　　象：上記「伴走全国」を利用している事業者
〇 融資限度額：2億２千万円（令和4年2月改定）
〇 信用保証料：２千万円まで：3/4補助 
　　　　　　　 ２千万円超   ：1/2補助(小規模企業者のみ) レイワ ネン ガツ カイテイ シンヨウ ホジョ ホジョ

						   　   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）								〇 対　　　象：感染症の影響を受けながらも（売上▲５％以上）、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中小企業者
〇 融 資 利 率：1.5％以内～2.２%以内（テレワーク導入等に伴う利率優遇あり）
〇 信用保証料：８千万円まで：3/4補助
　　　　　　　 ８千万円超   ：1/2補助（小規模企業者のみ） ウリアゲ イジョウ タイオウ トウ モノ シンヨウ ホジョ ショウキボ キギョウ シャ

						　





ウクライナ継続アピール版



						■一般メニュー：融資目標額1兆2,980億円　　【色付き部分が新規・拡充・変更部分】 イッパン ユウシ モクヒョウガク チョウ オクエン



						一般メニュー イッパン						主 な 内 容

						
ウクライナ情勢対応
緊急融資 ジョウセイ タイオウ キンキュウ ユウシ								〇 対　　　象： 以下をいずれも満たす都内中小企業等
　 ● ウクライナ情勢を発端として、事業活動に影響を受けていること
　 ●「最近３カ月間の売上実績」又は
　　 「今後３か月間の売上見込」が直近同期比１０％以上減少
〇 融資限度額：１億円
〇 融資期間　：10年以内　　　　　　　　
〇 信用保証料： 3/4補助（小規模企業者）・2/3補助（小規模企業者以外） チョッキン オク ユウシ キカン シンヨウ ホジョ キギョウ ホジョ ショウキボ

						
政策課題対応資金
（DX・脱炭素・SDGｓ
テレワーク等） ダツ タンソ トウ								● 令和3年度「DX・イノベ・成長産業育成融資」をリニューアル
● DX対応・テレワーク推進として融資目標額を177億円上乗せして640億円に

〇 対　　　象：DXの推進や革新的な製品・サービス等の事業化、成長が期待される
                      産業分野、脱炭素やSDGｓ・テレワーク推進等に取り組む中小企業者
〇 融資限度額：2億8千万円
〇 信用保証料：DX・イノベ・産業育成支援等：1/2補助（小規模企業者のみ）、
　　　　　　　テレワーク：2/3補助、働き方改革：1/2補助、など レイワ ネンド セイチョウ サンギョウ イクセイ ユウシ タイオウ スイシン ユウシ オクエン ウワノ オクエン ダツ タンソ スイシン トウ チュウショウ キギョウ シャ シンヨウ サンギョウ イクセイ シエン トウ ホジョ ショウキボ キギョウ シャ

						事業承継融資
「事業承継」 ジギョウ ショウケイ ユウシ ジギョウ ショウケイ				〇 対　　　象 ：事業承継前後の中小企業者（メニュー別要件あり）
〇 融資限度額 ：2億8千万円
〇 融資利率　 ：1.5％以内～2.4%以内
〇 信用保証料：2/3補助（経営者保証不要型は2/3又は0.2%相当を補助）
〇 特例制度　 ：特定の事業承継支援を受けている事業者は利率優遇▲0.2% ジギョウ ショウケイ ゼンゴ チュウショウ キギョウ モノ ベツ ヨウケン ユウシ ゲンド ガク オク センマンエン シンヨウ ホショウ リョウ ホジョ ケイエイシャ ホショウ フヨウ ガタ マタ ソウトウ ホジョ トクレイ セイド トクテイ ジギョウ ショウケイ シエン ウ ジギョウシャ リリツ ユウグウ

								事業承継
一般 ジギョウ ショウケイ イッパン						〇 個別要件　：承継前10年又は承継後5年未満の事業承継計画に取組む中小企業者
〇 融資期間　：10年以内 コベツ ヨウケン ジギョウ ショウケイ ケイカク トリク チュウショウ キギョウ モノ ユウシ キカン ネン イナイ

								事業承継
経営者保証
不要型 ジギョウ ショウケイ ケイエイシャ ホショウ フヨウ ガタ						〇 個別要件　 ：原則事業承継前後3年以内（財務要件あり）
〇 融資期間　：10年以内
〇 保証人　　：不要（経営者保証免除） コベツ ヨウケン ゲンソク ジギョウ ショウケイ ゼンゴ ネン イナイ ザイム ヨウケン ギョウシャ キカン ネン イナイ ホショウニン フヨウ ケイエイシャ ホショウ メンジョ

								事業承継
個人融資型 ジギョウ ショウケイ コジン ユウシ ガタ						〇 個別要件　：経営承継円滑化法の認定を受けている中小企業の代表者又は
　　　　　　　 事業を営んでいない個人
〇 融資期間　：15年以内 コベツ ヨウケン ケイエイ ショウケイ エンカツカ ホウ ニンテイ ウ チュウショウ キギョウ ダイヒョウシャ マタ ジギョウ イトナ コジン ユウシ キカン ネン イナイ

						
事業承継融資
「M&Aつなぎ」 ジギョウ ショウケイ ユウシ		M&A
つなぎ						〇 対　　象　 ：M&Aにより事業承継に取組む中小企業者
〇 融資限度額：２,500万円
〇 融資期間　：3年以内　　　　　〇 融資利率　：1.7%以内または1.5%以内 ジギョウ ショウケイ トリク チュウショウ キギョウ シャ ユウシ キカン ネン イナイ ユウシ リリツ イナイ イナイ



						■感染症メニュー：融資目標額7,600億円　 　　【色付き部分が新規・拡充・変更部分】 カンセンショウ ユウシ モクヒョウガク オクエン イロツ ブブン シンキ カクジュウ ヘンコウ ブブン



						感染症メニュー カンセンショウ						主 な 内 容

						特別借換
（新型コロナウイルス
感染症対応緊急融資等） トクベツ カリカエ シンガタ カンセンショウ タイオウ キンキュウ ユウシ トウ								〇 対　　象：以下の都の感染症融資の借換を希望する中小企業者
※借換対象は、令和元・2年度の感染症対応・感染症借換・危機対応（コロナ） 
※「感染症全国」は対象外

〇 融資利率　：1.5％以内～2.4%以内 
〇 融資限度額：2億8千万円
〇 信用保証料：8千万円まで：全額補助
　　　　　　　8千万円超  ：3/4補助 イカ ユウシ カリカエ キボウ チュウショウ キギョウ モノ カリカエ タイショウ レイワ モト ネンド カンセンショウ タイオウ カンセンショウ カリカエ キキ タイオウ シンヨウ ゼンガク ホジョ ホジョ

						新型コロナ
ウイルス
感染症対応融資
（伴走） バンソウ				〇 対　　象：感染症の影響により売上が15%以上減少している中小企業者
〇 経営支援：金融機関が経営改善を伴走支援（5年間）
〇 融資利率：1.5％以内～2.2%以内 チュウショウ キギョウ ネンカン

								伴走全国						〇 融資限度額：６千万円（令和4年2月改定）
〇 信用保証料：セーフティネット4号・5号利用：事業者負担一律0.2％（国が補助）
　　　　　　　　　　〃　　　　　 　 利用なし：事業者負担最小0.2%（国が補助） レイワ ネン ガツ カイテイ ゴウ ゴウ リヨウ ジギョウシャ フタン イチリツ クニ ホジョ リヨウ ジギョウシャ フタン サイショウ クニ ホジョ

								伴走対応						〇 対　　　象：上記「伴走全国」を利用している事業者
〇 融資限度額：2億２千万円（令和4年2月改定）
〇 信用保証料：２千万円まで：3/4補助 
　　　　　　　 ２千万円超   ：1/2補助(小規模企業者のみ) レイワ ネン ガツ カイテイ シンヨウ ホジョ ホジョ

						   　   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）								〇 対　　　象：感染症の影響を受けながらも（売上▲５％以上）、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中小企業者
〇 融 資 利 率：1.5％以内～2.２%以内（テレワーク導入等に伴う利率優遇あり）
〇 信用保証料：８千万円まで：3/4補助
　　　　　　　 ８千万円超   ：1/2補助（小規模企業者のみ） ウリアゲ イジョウ タイオウ トウ モノ シンヨウ ホジョ ショウキボ キギョウ シャ
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				新型コロナウイルス感染症・ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資

				2メニュー共通 キョウツウ

				信用保証料						８千万円まで10/10補助・８千万円超3/4補助（いずれも全事業者） ホジョ センマンエン チョウ ホジョ ゼン ジギョウシャ

				利子補給						１/２（融資実行後１年間・利子補給上限なし） ユウシ ジッコウ ゴ リシ ホキュウ ジョウゲン



						特別借換（新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等）

								利用要件 リヨウ		令和元・２年度の感染症対応・感染症借換・危機対応（コロナ）融資の借換を希望する事業者

								融資限度額		借換元の融資残高に事業計画実施に必要な資金を加えた額の範囲内

								金利		１.５％以内～２.４％以内

						ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資

								利用要件 リヨウ		「最近３か月間の売上実績」又は「今後３か月間の売上見込」が直近同期と比較して、ウクライナ情勢・新型コロナウイルス感染症・円安を発端として10％以上減少した事業者

								融資限度額		１億円

								金利		１.５％以内～２.２％以内
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