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東京都地域中小企業
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計画策定をアドバイスします

事業運営を支援します
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資金面での支援をします

最大 800万円、1/2 以内の助成金です

地域資源活用
イノベーション創出助成事業

地域資源活用
イノベーション創出助成事業

地域資源活用
イノベーション創出助成事業

地域資源活用
イノベーション創出助成事業

東京都地域中小企業応援ファンド事業は、東京都の事業として（公財）東京都中小企業振興公社が実施している、
中小企業向けの振興策です。「地域資源を活用して新しい事業を行いたい」「都市課題を解決する新しい事業を行
いたい」という都内中小企業等を応援するための助成事業です。さらに、地域応援ナビゲータは、この助成事業に
取り組む事業者に対する計画策定や販路開拓などの事業運営を支援します。

 活 用 し て み ま せ ん か
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地域資源活用イノベーション創出助成事業のあらまし

地域応援ナビゲータの役割

▶助成事業の実施主体となれるのは
都内に主たる事業所を有する中小企業者、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、
都内で創業を予定している個人の方などです。

▶助成限度額は

　最大800万円で、対象経費の1/2以内です。

▶  各支援団体※に配置された応援ナビゲータは上記の助成事業に取り組む事
業者等に対し、主に次の支援を行います。
　ナビゲータの活用は無料です。
●事業計画・申請書の作成支援、採択事業の進行管理、販路開拓支援、各種助言・相談

 ※ナビゲータの配置された支援団体一覧は最終ページに記載されています。

▶  地域応援ナビゲータ事業については、下記にお問い合わせください。

▶助成対象期間は
　最長2年間です。

▶助成対象となる事業は
　新しい商品・サービスの開発とそれに続く販路開拓に要する経費が対象となります。

▶助成事業の詳細については、下記にお問い合わせください。

TEL：03-3251-7895

TEL：03-3251-7881

●事業の新規性が求められます。
●助成金の支払いは助成事業完了後になりますので、運転資金計画を立ててください。
●採択された際は、助成金交付に必要な事務手続（経理事務の決まりごとなど）があります。
●売上が上がる前の開発ステージが助成対象です。
●人件費は対象となりません。
●開業資金のみの申請は対象となりません。
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ポイント

（公財）東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課

（公財）東京都中小企業振興公社 総合支援部 総合支援課
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申請から助成金交付まで

▶事業利用の流れ
募集は年２回行われます。
書類・面接（プレゼンテーション）による審査が実施され、助成対象者が決定されます。

　助成金は事業終了後に交付されます。

申請書作成支援は複数回にわたる場合がありますので、
提出日まで 2週間以上の余裕を持って依頼してください。
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事業実施上の助言・指導（希望者）計画のブラッシュアップ（希望者）

地域応援ナビゲータ地域応援ナビゲータ地域応援ナビゲータ地域応援ナビゲータ

❶地域資源活用・都市課題解決の妥当性
地域資源の活用、または、都市課題の解決が明確に示され、有効で効果的な解決・
活用方法が示されているか、など

❷事業の可能性
継続的な事業として期待できるか、など

❸計画の妥当性
経費の積算、資金計画、事業スケジュール、実施体制は適切か、など

❹地域への貢献度・波及度
 地域（東京都）を活性化させるビジネスであり、広く持続的な貢献が見込めるか、など

本事業では、以下の視点で申請内容の審査を行い、助成事業を決定します。

事業評価の視点

3
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こんな事業が採択されています4
企業内授産施設運営のための普及・啓発活動

　障がい者を雇用しようとするとき、ほんとうに
仕事ができるかどうか、企業の担当者も障がい者
本人も不安を感じることが多いものです。当法人
では、あらかじめ企業が行う業務を請け負って、
実際の作業を行いながら、障がいのある人に就労
に向けたトレーニングを行います。この仕組みで、
障がい者と企業とのミスマッチを解消し、スムー
ズな雇用移行を進めます。

（NPO法人 WEL’S新木場 平成 22 年度・4号採択）

シルバー向け帽子装着式自転車ヘルメット

　帽子のデザイン性とヘルメットの安全性がひと
つになりました。この「帽子装着式自転車ヘルメッ
ト」は、ヘルメットを帽子状のカバーで覆い、自
然なファッションとして中高年層にも抵抗なく利
用できるようにしてあります。帽子部分を取り外
して使うこともできます。日常のちょっとした買
い物のお供に、ご活用ください。

（株式会社 日本パレード 平成 23 年度・6号採択）

自転車タクシーで柴又の新しい地域作り

　電動補助付三輪自転車で柴又地域の観光コース
をご案内しています。地域のイベントなどに出張
運行することもできます。観光客の増加、隠れた
観光名所の PR、高齢者や要介護者の外出頻度増
加などを目指して、毎日、精一杯ペダルを踏んで
います。

（NPO法人 みらくる 平成 22 年度・5号採択）

都市課題解決型ビジネス

都市課題解決型ビジネス

地域資源活用型ビジネス
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地域産品を活用した事業
　● 多摩産材利用拡大のための商品開発事業
　● 菓子を通じて、世界へ東京・多摩をアピール
　● 調布の布文化を活用したへりバッグの開発
　● 新規製法による新規あしたば乾燥食品の開発

伝統工芸品を活用した事業
　● 湯島伝統和紙加飾金銀砂子絵インテリア照明
　● 婚礼を通して伝統工芸品の新たな活用を提案

観光資源を活用した事業
　● 奥多摩・青梅！ エコでヘルシーな自転車観光
　● 伝統産業の新拠点・浅草お祭りミュージアム

高齢者・障がい者・女性の社会進出を支援する事業
　● 個別処方でより高い効果の筋力向上システム

　●多摩地区の既婚女性（主婦）のキャリア育成 

子育てを支援する事業
　● 病児保育問題解決のための 23区展開事業
　●学力・体力・人間力を養う民間学童クラブ

　● 病室等遠隔参加可能な学習補助ロボット開発

安全・安心につながる事業
　●鉛を使わない放射線防護材の普及・啓発活動
　● 関節と首が自由に曲がる救助訓練用マネキン
　● エレベータ用安全対策振動分析装置の開発

　● 学校裏サイト対策サービス 

そのほか、以下のような事業が採択されています5

都市課題解決型ビジネス

地域資源活用型ビジネス
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江戸表具 千代田区、台東区、江東区、大田区

江戸刺繍 中央区、新宿区、江東区、
足立区、板橋区

東京染小紋 新宿区、世田谷区、練馬区、
板橋区、葛飾区

東京手描友禅 新宿区、中野区、練馬区、
板橋区、葛飾区、豊島区

東京無地染 新宿区、中野区、豊島区、葛飾区

江戸更紗 新宿区、豊島区、荒川区、葛飾区

江戸木版画 文京区、台東区、荒川区

東京銀器 台東区、文京区、荒川区、葛飾区、
豊島区

東京くみひも 台東区、杉並区、北区、葛飾区、
豊島区

江戸漆器 台東区、中央区、足立区、葛飾区

江戸鼈甲 台東区、文京区、墨田区、
江東区、豊島区、板橋区、葛飾区

江戸象牙 台東区、文京区、墨田区、板橋区

江戸指物 台東区、墨田区、江東区、荒川区、
葛飾区

江戸衣裳着人形 台東区、墨田区、江戸川区

江戸甲冑 台東区、文京区、墨田区、板橋区

東京籐工芸 台東区、豊島区、足立区

東京打刃物 台東区、荒川区、足立区、葛飾区

江戸筆 台東区、豊島区、板橋区、練馬区

江戸からかみ 台東区、文京区、江戸川区、
葛飾区、練馬区

東京七宝 台東区、荒川区、北区

江戸木目込人形 台東区、墨田区、荒川区

江戸つまみ簪 台東区、墨田区、荒川区

江戸簾 台東区、港区、江東区、江戸川区

江戸押絵羽子板 台東区、墨田区、江東区、葛飾区

服飾雑貨製品 台東区

皮革製品 台東区、荒川区、墨田区、葛飾区

玩具 台東区、荒川区、墨田区、葛飾区

文具 台東区、荒川区、墨田区、葛飾区

喫煙具 台東区、荒川区、墨田区、葛飾区

ニット製品 台東区、荒川区、墨田区、葛飾区、
江東区、江戸川区

東京手植ブラシ 墨田区、台東区、荒川区

江戸硝子 墨田区、荒川区、文京区、
江戸川区、葛飾区、台東区

江戸刷毛 墨田区、台東区、葛飾区

アパレル製品 墨田区

ちゃんこ 墨田区

油脂製品 墨田区

江戸切子 江東区、墨田区、江戸川区、
葛飾区、中央区、大田区、台東区

大森海苔 大田区

江戸木彫刻 大田区、板橋区、台東区、
葛飾区、足立区

金型 大田区

産業用機械部品 大田区、青梅市、奥多摩町

東京彫金 杉並区、板橋区、台東区、
文京区、足立区

東京額縁 荒川区、台東区、豊島区

江戸和竿 荒川区、台東区、葛飾区

東京桐箪笥 荒川区、台東区、品川区

計測・検査機器 板橋区

練馬の漬物 練馬区

東京仏壇 足立区、台東区、荒川区

東京本染ゆかた 葛飾区、江戸川区、足立区、
墨田区

東京三味線 江戸川区、葛飾区、台東区、
豊島区、文京区

東京琴 江戸川区、文京区、渋谷区、
杉並区

金属プレス加工品 墨田区

江戸風鈴 江戸川区

つりしのぶ 江戸川区

江戸扇子 江戸川区

型小紋 江戸川区

東京地酒（清酒）
北区、八王子市、立川市、
青梅市、福生市、武蔵村山市、
あきる野市、府中市、東村山市、

多摩織 八王子市

服飾製品 八王子市

計測・分析機器
八王子市、青梅市、昭島市、
福生市、羽村市、あきる野市、
瑞穂町、日の出町、奥多摩町

電気機器 府中市

多摩産材 八王子市、青梅市、あきる野市、
日の出町、奥多摩町、檜原村

キウイワイン 三鷹市

昭島の水 昭島市

六地蔵のめぐみ黄金の水 小金井市

東村山黒焼きそば 東村山市

村山かてうどん 武蔵村山市

村山大島紬 武蔵村山市、瑞穂町、昭島市

東京のくさや
大島町、利島村、新島村、
神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村

大島牛乳 大島町

塩 大島町

新島・式根島産魚のたた
き
（すり身）

新島村

島酒（焼酎）
大島町、利島村、新島村、
神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村

本場黄八丈 八丈町

八丈島産魚を使った練製品 八丈町

島寿司 八丈町

名　　称 地域産業資源に係る地域 名　　称 地域産業資源に係る地域 名　　称 地域産業資源に係る地域

鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術

さざえ 大島町、利島村

椿 大島町、利島村

たかべ 大島町、新島村、神津島村

アメリカ芋、
ムラサキ芋 新島村

レザーファン 神津島村

フェニックス
ロベレニー 八丈町

八丈島産春トビ 八丈町

八丈島産樽カツオ 八丈町

フリージア 八丈町

島唐辛子 八丈町

島レモン 小笠原村

パッションフルーツ 三宅村、小笠原村

練馬大根 練馬区

金子ゴールデンビール麦 練馬区

キャベツ 練馬区

こまつな 足立区、葛飾区、江戸川区

高尾（ぶどう） 練馬区、日野市、稲城市

ブルーベリー 小平市、練馬区

桑 八王子市

東京しゃも 八王子市、立川市、あきる野市、
青梅市

TOKYOX 八王子市、町田市、青梅市、
福生市、瑞穂町

東京うど 立川市、国分寺市

キウイフルーツ 三鷹市

紫草 三鷹市

うめ 青梅市

奥多摩わさび 青梅市、奥多摩町

まちだシルクメロン 町田市

江戸東京野菜 小金井市

ルバーブ 小金井市

東京狭山茶 東大和市、武蔵村山市、瑞穂町

にんじん 清瀬市

柳久保小麦 東久留米市

稲城の梨 稲城市

のらぼう菜 あきる野市

東京都産秋川牛 あきる野市

シクラメン 瑞穂町

奥多摩やまめ 奥多摩町、青梅市、八王子市、
あきる野市

あしたば
大島町、利島村、新島村、
神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村

アカイカ
大島町、利島村、新島村、
神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村

てんぐさ
港区、大島町、利島村、新島村、
神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村

サルトリイバラ 三宅村

名　　称 地域産業資源に係る地域 名　　称 地域産業資源に係る地域 名　　称 地域産業資源に係る地域

 農林水産物

東京都指定の地域産業資源リスト
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皇居東御苑 千代田区
千鳥ヶ淵の桜 千代田区
靖国神社の桜 千代田区
神田明神 千代田区
ニコライ堂 千代田区
神田神保町書店街 千代田区
名橋「日本橋」と歴史的建造物群 中央区
勝鬨橋・永代橋・清洲橋 中央区
中央通り（銀座通り） 中央区
浜離宮恩賜庭園 中央区
水天宮 中央区
晴海アイランドトリトンスクエア地区 中央区
東京湾大華火祭 中央区
もんじゃストリート 中央区
湯島聖堂 文京区
根津神社 文京区
護国寺（本堂・月光殿） 文京区
六義園 文京区
小石川後楽園 文京区
湯島天満宮（表鳥居） 文京区
小石川植物園 文京区
東京大学（赤門）　 文京区
旧新橋停車場跡 港区
NHK放送博物館/東京放送局跡 港区
泉岳寺 港区
増上寺 港区
東京タワー 港区
麻布十番商店街 港区
お台場海浜公園 港区
台場 港区
大石良雄ほか16人忠烈の跡 港区
旧芝離宮恩賜庭園 港区
国立新美術館 港区
新橋駅西口SL広場 港区
神宮外苑／イチョウ並木 港区
表参道 港区、渋谷区
新宿御苑 新宿区
東京都庁舎 新宿区
都電荒川線 新宿区、豊島区、北区、荒川区
河童のかっぱ橋本通り 台東区
両国国技館 墨田区
江戸・東京博物館 墨田区
東京スカイツリー 墨田区
隅田川 墨田区、台東区
橘銀座商店街 墨田区
砂町銀座商店街 江東区
亀戸天神 江東区
お江戸深川さくらまつり 江東区
深川江戸資料館 江東区
新木場のまちなみ（木材の町）江東区
富岡八幡宮深川八幡まつり 江東区
かかしコンクール 江東区
馬込文士村 大田区
池上本門寺 大田区
羽田空港 大田区
大森ふるさとの浜辺公園 大田区
大森海苔のふるさと館 大田区
世田谷ボロ市 世田谷区
九品仏浄真寺（仏像群） 世田谷区
豪徳寺（井伊直弼墓） 世田谷区
等々力渓谷 世田谷区
野毛大塚古墳 世田谷区
世田谷代官屋敷 世田谷区
徳富蘆花恒春園 世田谷区
世田谷区たまがわ花火大会 世田谷区
世田谷美術館 世田谷区
世田谷文学館 世田谷区
松陰神社 世田谷区

駒沢オリンピック公園 世田谷区
世田谷公園 世田谷区
羽根木公園 世田谷区
世田谷ものづくり学校 世田谷区
世田谷線 世田谷区
兵庫島公園 世田谷区
世田谷246ハーフマラソン 世田谷区
せたがやふるさと区民まつり 世田谷区
裏原宿 渋谷区
スクランブル交差点 渋谷区
ハチ公銅像 渋谷区
代々木公園 渋谷区
明治神宮 渋谷区
代官山・旧山手通りのまちなみ／旧朝倉家住宅 渋谷区、目黒区
目黒通り（通称:インテリア・ストリート） 目黒区
目黒川（中目黒地域） 目黒区
中野ブロードウェイ 中野区
哲学堂公園と周辺の桜並木 中野区
新井薬師梅照院 中野区
中野チャンプルーフェスタ 中野区
阿佐谷七夕まつり 杉並区
東京高円寺阿波おどり 杉並区
上井草「ガンダム」モニュメント 杉並区
杉並アニメーションミュージアム 杉並区
沖縄タウン杉並和泉明店街 杉並区
浮間桜草圃場 北区
旧古河庭園 北区
飛鳥山　3つの博物館
（紙の博物館、北区飛鳥山博物館、渋沢史料館） 北区

中里貝塚 北区
東京書籍株式会社附設教科書図書館　東書文庫 北区
お札と切手の博物館 北区
日暮里繊維街 荒川区
旧中山道「板橋宿」 板橋区
いたばし花火大会 板橋区
白山神社の大ケヤキ 練馬区
三宝寺池 練馬区
清水山憩いの森 練馬区
西新井大師 足立区
旧日光街道千住宿 足立区
足立の花火 足立区
光の祭典 足立区
ギャラクシティ 足立区
柴又のまちなみ 葛飾区
堀切のまちなみ 葛飾区
亀有のまちなみ 葛飾区
水元のまちなみ 葛飾区
江戸川区花火大会 江戸川区
金魚まつり 江戸川区
高尾山 八王子市
道の駅八王子滝山 八王子市
国営昭和記念公園 立川市、昭島市
井の頭恩賜公園 武蔵野市、三鷹市
井の頭自然文化園 武蔵野市
太宰治ゆかりの地 三鷹市
山本有三記念館 三鷹市
吉野梅郷 青梅市
青梅宿 青梅市
御岳山 青梅市
御岳渓谷 青梅市
塩船観音と霞丘陵 青梅市
青梅マラソン 青梅市、奥多摩町
馬場大門けやき並木 府中市
武蔵府中熊野神社古墳 府中市
浅間山（都立浅間山公園） 府中市
昭島市民くじら祭 昭島市
深大寺 調布市
武者小路実篤記念館・実篤公園 調布市

神代植物公園 調布市
よこやまの道 町田市、多摩市
小金井公園 小金井市
江戸東京たてもの園 小金井市
はけの道と湧水 小金井市
六地蔵 小金井市
小平グリーンロード 小平市
高幡不動尊 日野市
新選組ゆかりの史跡 日野市
多摩動物公園 日野市
正福寺地蔵堂 東村山市
北山公園菖蒲苑 東村山市
八国山 東村山市
梅岩寺のケヤキ 東村山市
お鷹の道、真姿の池湧水群 国分寺市
大学通り 国立市
谷保天満宮
（木造扁額、狛犬、社叢） 国立市

玉川上水新堀橋付近 福生市
ベースサイドストリート 福生市
福生七夕まつり 福生市
多摩川いかだレース 狛江市
多摩湖（村山貯水池） 東大和市
野火止用水 東大和市
南沢緑地 東久留米市
秋川渓谷 あきる野市
阿蘇神社 羽村市
玉川上水・羽村堰 羽村市
まいまいず井戸 羽村市
羽村市動物公園 羽村市
根搦み前水田 羽村市
東伏見稲荷神社 西東京市
田無山総持寺 西東京市
田無神社（本殿・拝殿） 西東京市
多摩六都科学館 西東京市
東大生態調和農学機構 西東京市
六道山 瑞穂町
日の出山 日の出町
払沢の滝 檜原村
都民の森 檜原村
奥多摩湖 奥多摩町
椿林 大島町
三原山 大島町
波浮港 大島町
南ケ山園地 利島村
大踊 新島村
羽伏浦海岸 新島村
神引展望台 新島村
式根島海中温泉 新島村
天上山 神津島村
多幸湧水（湧水地） 神津島村
つづき湧水（湧水地） 神津島村
ジュリア祭 神津島村
神津島のかつお釣り行事 神津島村
登龍峠 八丈町
八丈島の民謡
（ショメ節、太鼓節、春山節） 八丈町

樫立の場踊・手踊 八丈町
八重根のメットウ井戸 八丈町
八丈富士 八丈町
三原山 八丈町
八丈植物公園 八丈町
トローリング大会 八丈町
ふるさと村・大里玉石垣 八丈町
八丈島の光るキノコ群生地 八丈町
くじらの来遊域 小笠原村
いるかの来遊域 小笠原村
南島 小笠原村

名　　称 地域産業資源に係る地域 名　　称 地域産業資源に係る地域 名　　称 地域産業資源に係る地域

文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源

平成27年4月　現在※このリストに掲載されていない地域産業資源であっても、東京における重要性が説明できれば、本事業の対象とすることができます。



●支援団体

●助成金に関すること

総合支援課 電話：０３－３２５１－７８８１

●応援ナビゲータ・支援団体に関すること

助　成　課 電話：０３－３２５１－７８９５

名　　　　称 管　轄　地　域 連 絡 先

この印刷物は再生紙を使用しています。

東京商工会議所（中小企業相談センター）

公益財団法人まちみらい千代田

東京都商工会連合会

八王子商工会議所

立川商工会議所

武蔵野商工会議所

青梅商工会議所

むさし府中商工会議所

町田商工会議所（企業支援部）

多摩商工会議所

特定非営利活動法人エティック

特定非営利活動法人
コミュニティビジネスサポートセンター

２３区

千代田区

八王子市

立川市

武蔵野市

青梅市・奥多摩町

府中市

町田市

多摩市

東京都全域（対象：若手社会起業家）

東京都全域（対象：コミュニティビジネス）

多摩地区及び島しょ地区
（商工会議所の管轄地域は除く）

03-3283-7700

03-3233-7555

042-500-1140

042-623-6311

042-527-2700

0422-22-3631

0428-23-0113

042-362-6421

042-724-6614

042-375-1211

03-5784-2115

03-5259-8091

http://www.tokyo-kosha.or.jp/ 検索

問い合わせ先

アスプラザ

事業の立ち上げや助成金申請などのご相談は、所在地を管轄する下記の支援団体にご連絡ください。

支援団体一覧（地域応援ナビゲータを設置）


