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20 産労商調第 240 号

平成 20 年 6 月 日

平成 20 年度 中小企業支援計画

１ 平成 20 年度中小企業支援計画の基本方針

我が国経済は、長期に渡った景気回復傾向が足踏み状態に入り、加えて原油や資源

価格等の高騰によって、先行きが不透明な状態になっている。こうした経済循環に加

えて、グローバル化する市場への対応や成熟した社会で新たなニーズの掘り起こしが

求められるなど、今まで以上に環境変化への適応力が求められている。

このような状況下にあって、東京都では、平成 19 年１月に「10 年後の東京」を策

定し、「最先端の科学技術力により社会を変革」「東京の集積を活かした人材育成の再

構築」「東アジア諸都市との連携・連帯・啓蒙」という３つの視点に基づく都市戦略

を打ち出した。

東京都における中小企業支援事業の実施にあたっては、国が策定した平成 20 年度

中小企業支援計画の基本方針で示された、「生産性向上のための支援」「国と都道府県

との緊密な連携」「地域力連携拠点事業等を中心とした対話の場づくり」「国と都道府

県の意見交換等の実施」の４つの視点を踏まえるとともに、東京の持つポテンシャル

を活かした都独自の施策を講じることとし、これらの取り組みを国の施策と重複する

ことなく計画的に実施するため、中小企業支援計画を策定する。

２ 事業の実施体制

(1) 東京都の実施体制

都は、国や区市町村との適切な役割分担の下、地域経済及び地域産業の実情に

応じた特色ある事業の実施に努める。同時に、東京都中小企業支援センター、商

工会･商工会議所、公設試験研究機関等の各支援機関と積極的に連携し、中小企

業者に対してワンストップサービスの提供に努める。

(2) 支援機関の実施体制

① 東京都中小企業支援センターの実施体制

都では、中小企業支援法第７条第１項の規定に基づく都道府県等中小企業支

援センターとして、財団法人東京都中小企業振興公社（以下「公社」という。）

を指定している。

公社は、本社及び城東、城南、多摩の各支社において、経営、資金等の相談

にワンストップで対応するとともに、地域における中核的支援機関として、中

小企業の成長段階に応じた支援策を総合的・継続的に実施する。

ア プロジェクトマネージャー・サブマネージャーの配置

センター支援事業を統括する他、中核的支援機関として適切な支援体制を構

築し事業を実施するため、プロジェクトマネージャーを１名配置する。また、

経営、技術及びＩＴの専門的な面からプロジェクトマネージャーを補佐する者
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として、各分野１名、計３名のサブマネージャーを配置する。

イ 事業可能性評価委員会の設置

中小企業者や創業を意図する者が取り組もうとする事業計画から、事業の成

長可能性が高く、将来的に有望な企業を発掘し、総合的、継続的な支援を行う

ため、事業可能性評価委員会を設置する。

上記委員会のメンバーは、プロジェクトマネージャー、サブマネージャーの

他、企業経営者を含めた経営、財務、技術等の専門家から選定する。

ウ 中小企業との情報交流体制整備

中小企業・ベンチャー総合支援センター（独立行政法人中小企業基盤整備機

構）や商工会・商工会議所など各支援機関の支援情報を総合的に中小企業に提

供するため、公社ホームページを整備し活用する。

また、登録企業情報や受発注情報などのデータベースを構築し、公社ホーム

ページで情報提供をすることにより、中小企業の商取引拡大の有力な支援ツー

ルとして活用する。

エ その他の実施体制

上記のほか、創業支援、経営革新支援、販路開拓支援、下請企業等振興支援、

人材育成支援、事業承継支援などを行うため、専門相談員やビジネスナビゲー

タ等を配置するとともに、各種研修・セミナーの実施、創業支援施設の提供な

どを行う。

また、知的財産活用支援及び国際化支援を行うため、公社に東京都知的財産

総合センター及び国際化支援室を設置して、専門相談やセミナーなどを行う。

② 中小企業関係団体の実施体制

ア 商工会・商工会議所・東京都商工会連合会（経営改善普及事業）

商工会及び商工会議所は、当該地区内における小規模事業者の経営の改善発

達を目的として、個別の相談・指導事業を中心とした経営改善普及事業を実施

するため、経営指導員、事務局長等を配置する。

また、東京都商工会連合会は、商工会の運営の健全化や商工会の実施する事

業の円滑な推進を確保するため、商工会指導員等を配置する。

イ 東京都中小企業団体中央会

東京都中小企業団体中央会は、協同組合等の設立指導や組合運営支援を目的

として情報提供、調査研究等の事業を実施するため、指導員等を配置する。

ウ 東京都商店街振興組合連合会

東京都商店街振興組合連合会は、商店街振興組合等の設立・運営等に関する

指導、商店街活性化のための各種研修及び調査事業等を実施するため、商店街
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指導員等を配置する。

③ 公設試験研究機関の実施体制

ア 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター（以下「産業技術研究セ

ンター」という。）は、産業技術の向上とその成果の普及により都内中小企

業の振興を図るため、本部及び駒沢、墨田、八王子、城東、城南、多摩の各

支所において、研究開発、事業化支援、技術協力及び技術移転を行う。

イ 東京都立皮革技術センター

東京都立皮革技術センターは、皮革工業技術の向上を図り皮革関連産業に

かかわる中小企業の振興に寄与するため、本所及び台東支所において、研究

開発、依頼試験、受託事業及び技術支援を行う。

(3) 産業支援拠点の再整備

東京は、区部地域と多摩地域で大きく産業特性が異なり、それぞれに地域の

強みを活かした企業が集積している。こうした地域の強みを活かしながら、産

業構造の変化に直面する中小企業への支援を強化することにより、東京のもの

づくり産業を活性化していくことが重要である。

そこで、老朽化が激しい産業技術研究センターの本部（西が丘）及び駒沢支

所を統合して江東区青海に移転し、区部地域における技術支援面での産業支援

拠点として整備する。また、産業技術研究センター八王子支所と暫定施設であ

る多摩中小企業振興センターを統合し、昭島市の都立短大跡地に多摩地域にお

ける本格的産業支援拠点を整備する。

３ 主要事業の概要

(1) 企業・団体等に関する個別支援

① 経営支援

ア 経営革新支援（一般支援）

【中小企業事業革新支援事業】 予算 29,731 千円

中小企業新事業活動促進法に基づき、経済的環境の変化に即応して中小企業

自らが行う経営革新・研究開発等事業を支援するための措置を講じ、中小企業

の創意ある発展を図る。

イ 経営安定支援（特別支援）

【下請企業対策】 予算 59,293 千円

下請中小企業は大企業の経営動向や経済情勢の変動に影響を受けやすいた

め、下請に関する特有の課題に柔軟に対応し、公正な取引の確保を行い、下請

中小企業の自立化を図る。今年度、ＡＤＲ認証を取得し、下請取引に係る紛争

解決の体制を強化する。
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【事業承継・再生支援事業】 予算 99,132 千円

都内中小企業の多くが事業承継の問題を抱え、これを放置すると東京の産業

基盤が崩壊する恐れがあり、また、急激な経営環境の変化に対応できず、事業

存続が危うい企業が存在している。中小企業が長期的な視点に立って事業を継

続できるように、普及啓発セミナーの実施や専門相談員体制の整備による個別

具体的な問題解決を図る。

ウ 販路開拓支援（目的別支援）

【中小企業海外展開支援事業】 予算 30,988 千円

○国際化対応力増強支援事業

海外展開を志向する都内中小企業を対象にセミナーを開催し、海外展開に

係る基礎知識やノウハウを付与し、中小企業の国際化対応力の向上を図る。

○海外展開自立化支援事業

海外進出を志向する都内中小企業に対して、現地のビジネス事情等に詳し

い民間企業ＯＢを海外展開推進員として配置し、公的機関等と連携して、海

外進出に向けた具体的・実践的な支援（情報提供・アドバイス等）を行い、

中小企業の円滑な海外展開を図る。

【国際的ビジネス環境の整備促進】 予算 99,224 千円

「東京ビジネスエントリーポイント」において、都内の外資系企業や外国人

駐在員等に対して、ビジネス支援情報や生活関連情報を一元的に提供すること

により、都内への定着を図る。併せて、海外において企業誘致セミナーを実施

し、東京進出に関心を持つ海外企業と都内企業との商談の場を提供することに

より、海外企業の誘致促進を図る。これらの施策を通じ、都内中小企業のビジ

ネス機会を拡大し、都内経済の活性化を図る。

【産業交流展】 予算 150,000 千円

首都圏の中小企業の優れた技術や製品を一堂に展示する見本市を、首都圏の

４都県とその管内政令指定都市が連携して、東京ビッグサイトで開催する。

（平成 19年度実績）

・出展者数：764 社・団体、886 小間

・来場者数：40,550 人

エ ネットワークづくり支援（目的別支援）

【産学公連携事業】 予算 12,822 千円

大学等（学）及び公設試験研究機関（公）との交流を推進することで、中小

企業（産）の先端技術への対応力を高めるとともに、個々の企業の持つ技術の

融合化を推進することにより、企業の技術開発力の向上を図る。
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産学公連携窓口を産業技術研究センターに設置し、５名の産学公連携コーデ

ィネータを配置することで、産学公連携を希望する企業と大学等とのマッチン

グを図り、共同研究を推進する。

【広域産業交流・連携の促進】（新規） 予算 40,000 千円

イノベーションを誘発し、新事業の創出を促進していくためには、都域を超

えた異業種・異分野の企業間交流を促進していくことが必要です。そのために、

近隣県・市と共同して広域研究会・交流会など、多様な産業交流・産業連携を

促進する。

・ 八都県市共同産産マッチング事業

・ 広域産産連携支援事業

・ 提案公募型産業交流促進事業

② 技術支援

【中小企業経営・技術活性化支援事業】 予算 274,676 千円

中小企業等が産業構造の転換等による経済社会環境の変化に円滑に対応で

きるよう、経営・技術の活性化に必要な経費を複数年度にわたり助成する。

○新製品・新技術開発助成事業

中小企業等（創業を計画している者も含む）による新製品や新技術の研究

開発に対して助成する。

助成率 1/2 以内 助成限度額 15,000 千円

○市場開拓支援事業

開発した新製品や新技術の市場を開拓するため、国内外の展示会等への出

展及び新聞・雑誌等への広告掲載に対して助成する。

助成率 1/2 以内 助成限度額 3,000 千円

○ＩＳＯシリーズ取得支援事業

ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１の認証取得に対する審査経費を助

成する。

助成率 1/2 以内 助成限度額 1,300 千円

【社会的課題解決型研究開発助成事業】 予算 68,840 千円

都内中小企業の優れた技術力を行政上の課題解決や社会的な課題解決に活

用するため、新技術・新製品の開発を促すとともに、その成果を利用した製品

の販路開拓等を支援する。

・行政機関活用タイプ 助成率 2/3 以内 助成限度額 15,000 千円

・民間事業化支援タイプ 助成率 2/3 以内 助成限度額 15,000 千円
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【東京都ベンチャー技術大賞】 予算 23,471 千円

情報、環境、福祉など今後成長が期待される産業分野で、革新的な技術開発

や製品開発に挑む創業・ベンチャー企業の持つ技術力について、新規性、技術

的完成度、市場性、成長性を要件として選定し表彰する。

・東京都ベンチャー技術大賞 （賞金 300 万円：１企業）

・ 〃 優秀賞（ 〃 150 万円：２企業程度）

・ 〃 奨励賞（ 〃 100 万円：３企業程度）

【知的財産総合センターの運営】 予算 206,200 千円

中小企業の知的財産に係る相談に総合的かつ専門的に対応する。また、マニ

ュアルの作成をはじめ、弁理士と中小企業のマッチングを図るサイトを設ける

など、様々な情報を発信する。さらに、各種セミナー・シンポジウムの開催に

より、知的財産に関する人材育成及び普及啓発を図る。

【知財戦略導入支援事業】（新規） 予算 79,314 千円

独自の技術力、製品を保有するものの、知財戦略が十分でない中小企業に対

して、企業が自ら高度な知財戦略を策定し実施するための知財戦略導入支援を

行う。

○ハンズオン支援

中小企業が抱える知的財産に関する高度な課題の解決や、企業への知財戦

略導入を支援するための訪問指導を行う。

○外国特許出願費用助成事業

外国特許出願に要する経費の一部を助成する。

助成率 1/2 以内 助成限度額 3,000 千円

○外国意匠・商標出願費用助成事業

外国への意匠、商標出願に要する経費の一部を助成する。

助成率 1/2 以内 助成限度額 300 千円

○外国侵害調査助成事業

外国における模倣品被害の事実確認調査に要する経費の一部を助成する。

助成率 1/2 以内 助成限度額 2,000 千円

○開発戦略策定支援助成事業

知財戦略策定に必要な先行技術調査に対する助成

助成率 1/2 以内 助成限度額 1,000 千円

【産業人材の確保】（新規） 予算 32,500 千円

○中小企業魅力発信プロジェクト
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中小企業の知名度アップ、理解の向上、就職促進などを目的とした、中小

企業の魅力発信につながる総合的なプロジェクトを官民協働で実施し、中小

企業の人材確保をバックアップする。

○中小企業の採用支援

中小企業の採用担当者向けに、採用に関するノウハウを指導するセミナー

の実施や子育て中の女性や外国人等の多様な人材の活用を支援するマネジ

メント研修を実施する。

【産学連携デザイナー育成プロジェクト】 予算 15,368 千円

デザイナーが中小企業の製品開発に関わるためには、ものづくりの現場を理

解し、企業のニーズを形にしていく能力が必要である。そのため、デザイン系

大学の学生と中小企業が連携して実際の製品開発を行う機会を提供すること

により、将来中小企業のパートナーとなり得るデザイナーを育成するとともに、

中小企業のデザイン活用を支援する。

【スーパーデザイナー養成事業】 予算 12,727 千円

製品の開発段階から、販売・マーケティング、宣伝・広報までを戦略的に捉

えられる幅広い知識・技術力を有するデザイナーを養成するため、プロのデザ

イナーを対象にした養成講座を実施する。

【ものづくり高度人材の育成】 予算 23,610 千円

○ものづくり経営人材育成事業

中小企業の経営者や後継候補、幹部従業員などを対象に、産業技術大学院

大学において、「ＭＯＴ（技術経営）人材育成講座」、東京都知的財産総合セ

ンターにおいて、短期集中型の「ＭＯＴ（技術経営）セミナー」を行う。

○実践ものづくり中核人材育成

新製品を開発しようとする中小企業の中核的人材候補に対して、講義とケ

ーススタディ、現地個別指導を組み合わせて、売れる製品開発及び事業化の

プロセスを体験するプログラムを提供する。

③ 創業支援

【ＴＯＫＹＯ起業塾】 予算 4,320 千円

次世代を担う新規産業の創出と起業家の育成を目的に、セミナーを中心とし

て、起業（新規創業）のための総合相談、人材育成、起業家と中小企業や投資

家との交流の場の提供などの支援を行う。

【学生起業家育成支援事業】 予算 12,700 千円

起業家精神と経営知識を有した学生から優秀なベンチャー企業を生み出す
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とともに、学生の起業家精神を養成し、開業率の向上及び地域産業の活性化を

目指すために、経営試験と事業計画のプレゼンテーションによって優れた「学

生起業家」を選出する。

・入選者には株式会社等設立を条件に事業資金を贈呈（300 万円:３組以内）

・決勝大会選出者（入選者除く）には奨励賞を贈呈 （ 10 万円:７組以内）

【創業支援施設の運営】 予算 596,703 千円

○区部創業支援機能の運営

今後の東京の産業の先導役となることが期待される情報関連産業、ファッ

ション、生活関連産業等で、都内で創業を図る起業家や創業間もない企業に

対して、低廉な賃料で創業の場を提供する。

・タイム 24 ビル（江東区）

インキュベーターオフィス 34 室、スモールオフィス 50 室

・東京ファッションタウンビル（江東区）

インキュベーターオフィス 11 室、スモールオフィス 15 室

○創業支援センターの運営

創業を図ろうとする者又は創業後１年未満の中小企業に、都が保有する空

き庁舎を活用し、インキュベーターオフィスとして提供する。

・ベンチャー･SUMIDA（墨田区） 22 室

・ベンチャー･KANDA（千代田区） 30 室

・ベンチャー･HACHIOJI（八王子市） 11 室

○先駆的ベンチャー支援施設の運営

都が保有する空き庁舎を活用し、ベンチャーキャピタル等のインキュベー

ションマネジャーを活用したハンズオン支援を行う先駆的ベンチャー支援

施設を整備して、特定分野の成長性の高い事業計画を持つ創業間もない企業

を支援する。

・ベンチャー･HAMAMATSUCHO(仮称)（港区） （健康・バイオ産業等）

・ベンチャー･NAKANO(仮称)（中野区） （コンテンツ・アニメ産業等）

・白鬚西Ｒ＆Ｄセンター（荒川区） （研究開発型等）

【インキュベーション施設の整備・拡充支援】(新規) 予算 160,814 千円

区市町村に対して、将来の地域経済の牽引役である中小・ベンチャー企業を

効果的・効率的に育成するインキュベーション施設等の整備に要する経費を補

助することで、地域独自の工夫と地域の実態にあった創業事業を促進する。

・ 補助対象：貸事業場、貸研究開発施設・貸工場、産学連携支援施設等

・ 補助総額：1.6 億円（２分の１補助、上限 4000 万円、２年間申請可能）
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(2)地域工業の活性化

【創造的都市型産業の育成】（新規） 予算 57,961 千円

○創造的都市型産業集積創出助成

地域や集積の特性に応じたきめ細かい支援施策を講じ、創造的都市型産業

の創出や集積を図ろうとする区市町村と連携し、その支援策に係る経費を助

成する。

○東京ブリッジヘッド事業

東京の巨大で洗練された市場と確かなものづくり基盤、高度な人材や大学

・研究機関の集積等を活かして、さらに発展しようとする地方のものづくり

企業の進出の足がかりとなる簡易型オフィスを整備する。入居企業には経営

や技術、販売等に詳しいコーディネータを派遣し、東京進出を支援する。

○産業立地情報収集・提供事業

区市町村等と連携して情報を収集し、都内の工業系用地や工場団地、貸工

場等の情報をデータベース化し、都内に立地を希望する企業等にワンストッ

プで提供し、ものづくり企業の都内立地を促進する。

【基盤技術産業グループ支援事業】（新規） 予算 206,610 千円

コーディネート能力のある企業や組合を中心にして、連携による技術力向

上と受注体制の強化に取り組む企業グループを支援することにより、都内も

のづくり中小企業の経営基盤強化と収益力の向上を図る。

助成率 1/2 以内 助成限度額 50,000 千円

【東京都地域中小企業応援ファンド】（新規） 予算 18,020,000 千円

東京の強みである多様な地域資源や高いポテンシャルを活用し、地域の魅

力向上や課題解決に取り組む中小企業等を重点的に支援することにより、地

域密着型のイノベーションを数多く生み出し、地域の活性化を図る。

・ファンド規模 総額２００億円

【多摩の世界発信・進出企業発掘事業】（新規） 予算 31,780 千円

多摩地域の中小企業が有する技術・製品やポテンシャルを国内外に広くＰ

Ｒし、多摩地域への進出や企業間連携を促進する。

(3)地域商業の活性化

【新・元気を出せ！商店街事業】 予算 2,500,000 千円

○イベント事業・活性化事業

総合的な商店街支援事業として、「活性化事業」（アーケード・カラー舗装・

街路灯等のハード整備事業及びポイントカード・ホームページ作成等のソフ

ト整備事業）と「イベント事業」を一体化し、商店街の意欲的かつアイデア

溢れる提案事業の促進を図るとともに、それらの事業に要する経費の一部を

助成する。

助成率 1/3 以内（補助対象経費 1,000 千円以下のイベント事業は 1/2 以内）
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助成限度額 活性化事業 50,000 千円、イベント事業 3,000 千円

○地域連携型モデル商店街事業

地域住民やＮＰＯなど地域団体と連携して地域おこしや街づくりに取り

組むモデル商店街を指定し、集中的に支援する。

助成率 2/5 以内 助成限度額 100,000 千円

○特定施策推進型商店街事業

都の行政施策に協力する商店街事業に対し、特別な支援を行う。

助成率 4/5 以内 助成限度額 120,000 千円

○商店街パワーアップ基金

商店街の会員等による株式会社やＮＰＯ法人の設立や、これらの会社等が

商店街と協定等を結び、協力して取り組む商店街活性化事業を支援する。

助成率 1/2 以内 助成限度額 20,000 千円

○商店街グランプリ

商店街の多様な取り組みの中から、「東京商店街グランプリ」として、先

進・優良な取り組みを表彰し、広く都民に紹介する。

表彰対象 イベント事業・活性化事業の２部門

グランプリ （賞金 20 万円：各部門１件）

準グランプリ（ 〃 10 万円：各部門１件程度）

優秀賞 （ 〃 5万円：各部門３件程度）

【進め！若手商人育成事業】 予算 50,000 千円

商店街の活性化には、商店主や後継者の意欲や経営能力を高めるとともに、

商店街づくりの核となるリーダーの育成など、商店街の人材育成が急務である。

このため、著名人による講演に加え、パネルディスカッション等を織り交ぜた

中小小売商業活性化フォーラムや商人大学校の開催、商店街での起業を希望す

る者への実践的研修などにより、次代の商店街を担う若手商人を中心に、「商

店街の人づくり」に多面的に取り組み、後継者の育成を図る。

(4) 総合的支援

【中小企業ニューマーケット開拓支援事業】 予算 200,000 千円

ベンチャー企業をはじめ中小企業は、製品開発力・技術力を充分備えていて

も営業力が弱いため、販路先の確保が難しい面がある。そこで、営業経験の豊

富な大企業ＯＢなどの持つネットワークや市場情報を有効に活用して、中小企

業の優れた製品や技術を商社やメーカーに紹介するとともに、「売れる製品・

技術」として改良するためのアドバイス等を行う。
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【航空機産業への参入支援事業】 予算 53,000 千円

高い経済波及効果が期待される航空機関連産業等への、都内中小企業の参入

を支援するための取組みを行う。

【重点戦略プロジェクト支援事業】 予算 123,500 千円

中小企業が中心となって実施する新産業の創出あるいは産業規模の大幅拡

大につながる事業化プロジェクトについて助成することに加え、都の支援策を

研究開発から事業化まで継続的に一貫して集中実施する。

助成率 1/2 以内

助成限度額 １年度あたり 50,000 千円・3 年度以内で 100,000 千円

【若手ファッションデザイナー発掘・育成プロジェクト】(新規)予算 57,500 千円

東京から世界で活躍する若手ファッションデザイナーを育成するために、

若手デザイナーの発掘からビジネスまで一貫して支援するとともに、アジア

の実力ある若手デザイナーとの交流を行う。


