
令和４年度助成事業について

（公財）東京都中小企業振興公社 助成課



本日の内容

1.基本的な考え方と共通事項

2.個別事業のご案内
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1.基本的な考え方と共通事項

本日の内容
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助成金とは

返済不要の

事業用資金
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東京都中小企業振興公社では

製品開発や販路拡大など、

豊富な助成金メニューをラインナップ、

中小企業のみなさまの資金調達

をサポートします

公社HP→「助成金・設備投資」→「助成金一覧」
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公社助成事業体系図
出所：2021年度版 中小企業支援ガイド（詳細版）

製品開発

知的財産 サービス
設備投資、生産性向上、

危機管理

商店街

コロナ
対策等

創業
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助成事業の流れ

申請 審査
交付
決定

報告 検査
助成金
交付

遂行

検査完了後に額が確定し、交付される
※「交付決定」から減額の可能性あり

＜申請要件＞

・中小企業者（創業予定者は一部申請可）

・都内1年以上の事業活動

・開発実施場所は原則都内

（首都圏なら概ね申請可）
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目的・期間・経費

助成事業ごとに

①目的

②対象期間

③対象経費 を設定
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後払い

・助成金は採択事業完了後の

交付（振込み）

・資金調達とともに、

遂行中の資金繰りも考慮
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達成目標のクリア

達成目標＝事業完了の基準

公社はこれを確認した後、

助成金交付額を査定

（達成目標は開発系助成事業において設定。達成
目標のクリアは助成金交付の必須要件）
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助成事業活用のメリット

①資金負担の軽減

対象経費の1/2～2/3
（他の助成率を適用する事業あり）
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助成事業活用のメリット

②信用力・知名度向上

・一定の審査を経て採択

・都や公社のプレス発表

令和４年度助成事業説明会 12



助成事業活用のメリット

③公社の継続的サポート

採択事業の

開始→完了→事業化まで

継続サポート
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助成事業活用のメリット

④事業計画見直しの機会

申請書作成を通じた

事業計画の練り直し

→ ブラッシュアップ
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助成対象経費

1. 取得した物品等の所有権が申請企業に帰属すること

2. 助成事業の遂行に必要最小限と認められる経費

3. 助成対象期間内に発注（契約）し、支払った経費

助成対象期間

発注日（契約日） 支払日

支払日

発注日（契約日） 支払日

発注日（契約日）
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主な対象経費（技術開発系）

経費区分 説明 例

原 材 料 ・
副 資 材 費

試作品に組み込まれるもの、
一部を構成する部品等
※委託・外注品は除く

鋼材、基板

機械装置・
工具器具費

試作品を作るために必要な装置等
試作用金型

レンタルサーバー

委託・外注費
研究開発の一部を外部事業者へ依頼
※技術要素を伴った内容であること

設計、試験

専門家指導費
外部専門家から技術指導を受ける
※技術要素を伴った内容であること

アルゴリズム
に関する指導

産業財産権
出願・導入費

出願に係る費用のみ対象
審査、調査は対象外

‐

直接人件費 ソフトウェア開発等に係る人件費 ‐
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電子申請対応

・一部の助成事業では、国（デジタル庁）
が提供する補助金申請システム（Jグラン
ツ）等を活用したインターネットによる申
請が可能

・Jグランツを利用するには、アカウント
（gBizIDプライム）の取得が必要
※アカウント（gBizIDプライム）の発行には、GビズID運用センター
の審査があるため時間がかかります。申込方法等については、公式
ウェブサイト（https://gbiz-id.go.jp/top/）を確認してください。
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2.個別事業のご案内

本日の内容
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新製品・新技術開発助成事業
項目 内容

事業範囲
実用化の見込みがある新製品・新技術の試作開発、試験評価

※試作開発が目的でない設備導入や生産・量産を目的とした申請は対象外

対象分野 ハードウェア / ソフトウェア / サービス

助成対象期間
令和４年９月１日 ～ 令和６年５月31日（最長1年9か月間）

交付決定８月下旬を予定

助成限度額 1,500万円

助成率 １／２以内

助成対象経費
原材料・副資材費 / 機械装置・工具器具費 / 委託・外注費

専門家指導費 / 産業財産権出願・導入費 / 直接人件費(最大500万円)

対象者
都内中小企業者（会社及び個人事業者）

都内で創業を具体的に検討している個人 等

事業実施場所 原則、東京都内の自社の事業所、工場等（首都圏なら概ね申請可）

新製品

令和４年度助成事業説明会 19

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shinseihin.html


対象となる研究開発
新製品

１ 新製品・新技術の研究開発

新しい機能を付加した製品や新しい製造技術等に関するハード面の研究開発

２ 新たなソフトウエアの研究開発

システム設計等ソフト面の研究開発で、データ処理装置や情報処理プログラムの開発

３ 新たなサービス創出のための研究開発

新たなサービスの提供による生産性の向上、高付加価値化を目的として、

サービス関連業等が外部の技術を活用して行う技術開発

※研究開発の主要な部分が自社開発であること

※開発した最終成果物の製品化及び実用化を目的とすること

＜研究開発の例＞
・次世代照明機器の開発 ・高機能性塗料の開発
・遠隔ロボット操作システムの開発 ・無人店舗運営システムの開発
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本助成事業の特徴
新製品

［参考］申請者の傾向（令和３年度実績）

✔ 創業予定者も申請可

✔ 東京都・公社の支援事業の
利用が初めての事業者も
申請可能

✔ ソフト開発、ソフト以外の
設計工程に係る人件費を
500万円まで助成

✔ 技術開発要素のある
試作開発を後押し
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申請書の構成と審査の視点
新製品

市場のニーズ
（事業性、競合製品）

研究開発の内容
（概要、新規性、優秀性）

達成目標

技術的課題・解決方法

開発体制
（体制図、主担当者）

フロー・スケジュール

産業財産権
（先行技術調査、出願予定）

資金計画
（資金調達、資金支出明細）

開発計画

資金計画

申請書の構成審査の視点

① 新規性

② 優秀性

③ 市場性

④ 実現性

⑤ 妥当性

研究開発における目標仕様から、
既存製品等と比較して新規・優秀な点を抽出し、

「達成目標」の項目に落とし込んでください。

＜注意事項＞
・申請書提出後、達成目標の変更はできません。
・達成目標に記載した全ての内容について
達成したことを公社が確認できなかった場合は、
事業完了とならず、助成金は交付されません。

・達成目標は審査・検査の評価要素であるため、
第三者がその内容を客観的に確認できるように
記入してください。

＜達成目標＞

★開発する製品の
新規性・優秀性の中から
特長的な機能・性能を
１つ以上(最大３つまで)
記入する
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申請から交付決定までの流れ
新製品

申請
3/14～4/5

・申請書（必須）申請書

添付
書類

・補足説明資料（任意）
・特許等公報 （該当者は必須）
・見積書 （該当者は必須）

一次審査
～6月下旬

追加書類の提出

7/4 まで

二次審査
7月中旬

交付決定
８月下旬

全申請者提出書類

Webフォームで提出

締切り：4月5日（火）17時00分

提出書類 二次審査対象者

必要
書類

（法人の場合）
・登記簿謄本（履歴事項全部証明書）
・納税証明書
・確定申告書

※詳細は募集要項15頁の
「９審査（４）提出書類」を参照

公社へ郵送

締切り：７月4日（月）当日消印有効

確定申告書、登記簿謄本、納税証明書などについては
一次審査通過者のみご提出いただきます（締切りにご注意ください）
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申請の流れ

STEP １

添付書類は各書類ごとに
1つのファイルにまとめて
送付すること

新製品

【申請書の取得】

ホームページから
申請書をダウンロード

してください

STEP ２

【申請書類の作成】

ダウンロードした
申請書を作成。

添付書類（補足説明
資料、特許等公報、
見積書）を準備

STEP ３

【申請書類の提出】

申請者概要を入力、
申請書と添付書類を
Webフォームから
アップロード

提出期間：3月14日（月）～4月5日（火）

締切り ：4月5日（火）17時00分

令和4年度 新製品・新技術開発助成事業 特設サイト
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/shinsei/shinseihin.html
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項目 内容

事業範囲
製品・技術開発を実施するにあたり事前に行う、

社外資源を活用した技術的課題の検討

助成対象期間
※参考(令和3年度)

令和４年２月１日 ～ 最長令和５年１月31日（１年以内）

助成限度額 100万円（下限額10万円）

助成率 ２分の１以内

助成対象経費 原材料・副資材費 / 委託・外注費※（※申請必須）

対象者
都内中小企業者（会社及び個人事業者）

/ 都内での創業を具体的に検討している方 等

(参考：Ｒ3)製品開発着手支援助成事業

• 申請受付は令和４年夏頃を予定

着手
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対象となる技術検討

新たな製品・技術開発の前に考えなくてはならない、

素材や機能、手法等開発要素の技術検討を支援します。

アイディアを形に！ まずはチャレンジ！

着手

こんなお悩みにご活用ください！

● 様々な素材・材料を検討して使用する部材を検討したい

● 動作原理を確認したい

● 開発手法や設計仕様を検討したい

● 複数のエンジンやアルゴリズムから最も効率的な計算処理

方法を検討したい

他企業・大学・公的試験研究機関等の社外資源を活用
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（参考：R３）製品改良／規格適合・認証取得支援事業
項目 内容

事業内容
国内外の市場ニーズへ適合させるために行う自社製品の改良や、規格適合・

認証取得（CEマーキング、ISO、IEC等）に要する経費の一部を助成

申請区分

A：製品改良のみ

B：規格適合・認証取得のみ

C：製品改良及び規格適合・認証取得

助成対象期間
区分A・B 令和４年３月１日 ～ 最長令和５年11月30日（1年9か月間）

区分C 令和４年３月１日～最長令和６年11月30日

助成限度額 500万円（下限額50万円）

助成率 ２分の１以内

助成対象経費
原材料・副資材費 / 機械装置・工具器具費 / 委託・外注費

専門家指導費 / 産業財産権出願・導入費 / 直接人件費 / 賃借料

対象者
都内中小企業者（会社及び個人事業者）

都内で創業を具体的に検討している個人 等

事業実施場所 原則、東京都内の自社の事業所、工場等（首都圏なら概ね申請可）

改良
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・製品等の機能の追加、拡張、強化等
例：システムへの〇〇入力機能追加、〇〇表示機能との連携、〇〇機構の耐久性向上
・製品等の操作性や性能の向上等
例：〇〇システムのメンテナンス性向上
・製品等の小型化、軽量化等
例：〇〇ロボットの小型軽量化、〇〇装置の本体サイズ縮小

A【製品改良のみ】

想定事例

B【規格適合・認証取得のみ】

例：輸出先国のEMC指令／低電圧指令／RoHS指令等に対応するため、必要な製品改良
を行い、CEマーキングの適合性評価を実施する

C【製品改良及び規格適合・認証取得】

・電子製品・機器 CE マーキング、 PSE 等
・医療製品・機器 ISO13485 、 医療機器認証等
・情報セキュリティ ISO27001 等

改良
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先進的防災技術実用化支援事業
先進防災

項目 内容

概要
自社が有する技術・製品・試作品等を改良し、優れた防災製品を実用化するために
必要な経費及び実用化後の普及に必要な経費の一部を助成

助成内容

改良・実用化フェーズ 普及促進フェーズ

実用化に要する改良経費 先導ユーザーへの導入費 展示会出展費・広告費

助成限度額 1,000万円 200万円 150万円

助成率 2/3 1/2 1/2

助成対象期間
令和４年10月1日
～令和６年6月30日

「 改良・実用化フェーズ 」の完了後１年間
又は、令和７年６月30日のうち早いほう

助成対象経費

・原材料･副資材費
・機械装置･工具器具費
・委託費
・産業財産権出願･導入費
・直接人件費

・原材料･副資材費
・機械装置･工具器具費
・委託費
・直接人件費

・出展小間料
・広告費

申請エントリー 令和4年4月12日(火)～6月30日(木)
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対応する分野
先進防災

事故災害
火災、危険物事故、船舶事故、航空機事故、鉄道事故、
道路・橋梁・トンネル事故、地下街・地下工事事故、原子力事故

自然災害
地震災害、風水害、火山災害、土砂災害

その他災害
酷暑害、干害、冷害・寒害、視程不良害、感染症、鳥獣害・虫害、
車両事故災害、ペット防災

赤字は令和４年度より拡充
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本助成事業の内容
先進防災

製
品
等
の
改
良

助
成
金
支
払
い

改良・実用化フェーズ 産
業
の
活
性
化

・
都
市
防
災
力
の
向
上

技
術

製
品

試作
品

開発済の
製品等

先導的
ユーザー
への導入

展示会への
出展

広告の
実施

普及促進フェーズ

本助成事業の範囲

助
成
金
支
払
い
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先進的防災技術実用化支援事業の特徴
先進防災

都市防災力向上のための取り組みへの助成

開発費だけでなく普及のための費用も助成

事業完了後も危機管理産業展出展や
防災製品カタログ作成で支援
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実用化製品事例 【防災製品カタログより】

先進防災
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実用化製品事例 【防災製品カタログより】

先進防災
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＜申請区分＞

どちらか選択 →
地域資源活用事業 東京の都市課題解決事業

事業範囲
東京都内の「地域資源」を活用した、
新製品・新サービスの開発・改良

東京の「都市課題」解決に資する、

新製品・新サービスの開発・改良

「地域資源」／
「都市課題」

農林水産物 / 鉱工業品・生産技術
子育て・高齢者・障害者支援、医療・

健康、環境・エネルギー等の13分野

助成対象期間 令和４年12月１日 ～ 最長令和６年11月30日（２年以内） を予定

助成限度額 1,500万円（申請下限額200万円）

助成率 ２分の１以内

助成対象経費

原材料・副資材費 / 機械装置・工具器具費 / 委託・外注費

専門家指導費 /賃借費 / 産業財産権出願・導入費 / 直接人件費

広告費 / 展示会等参加費 / イベント開催費

対象者
都内中小企業者（会社及び個人事業者） / 中小企業団体等 /

一般財団法人 / 一般社団法人 / 特定非営利活動法人

その他 地域応援アドバイザーによるハンズオン支援

TOKYO地域資源等活用推進事業
市場地域資源

• 申請エントリーは令和４年６月頃を予定
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①
東京の地域資源として、地域の中小企業等が共有
して活用できるもの

②
東京の地域資源として、生産量、品質、機能、歴
史的・文化的背景等の面で特徴があり、消費者等
にそのことが一定程度認識されているもの

③
「農林水産物」、「鉱工業品・生産技術」のいず
れかに該当するもの

地域資源について １
 ①～③の条件を全て満たすものを「地域資源」と定義しています

地域資源
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地域資源について ２

 地域資源の定義（前ページの①～③）を全て満たしているものとして、

東京都が指定している地域資源があります。

⇒詳細は「TOKYOイチオシナビ」
でご確認ください

https://www.chiikishigen.tokyo

地域資源

 東京都指定の地域資源以外の地域資源を活用することも可能

⇒ただし、地域資源の①～③の条件を満たしていることが条件
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 次の①～⑬を都市課題の分野としています

① 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、顕在化したもの
② 防災・減災・災害予防
③ まちづくり
④ 安全・安心の確保
⑤ スポーツ振興、障害者スポーツ
⑥ 子育て・高齢者・障害者等の支援
⑦ 医療・健康
⑧ 環境・エネルギー
⑨ 産業振興
⑩ 交通・物流・サプライチェーン
⑪ 地域コミュニティ
⑫ 教育・働き方・女性活躍
⑬ 文化・エンターテイメント

都市課題について

地域資源
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事業
完遂

3ヶ月

START!

GOAL!

地域応援アドバイザー
による伴走型支援

その時の状況に応じて、事業
を遂行出来るようにアドバイス

アドバイザーだけでは解決困難な
場合、他の専門家も活用可 ゴール後も、動画作成等

販路開拓支援

定期
訪問

定期
訪問

定期
訪問

定期
訪問

採択

ハンズオン支援（伴走型支援）

① 四半期に1回の定期訪問（必須）＋訪問・電話等による支援
② 事業を効果的に進めるためのアドバイス
③ 必要に応じ、他の専門家を活用しての支援

本事業に採択された事業がうまく進むよう、きめ細かくサポート！

地域応援アドバイザーによる

申請前
相談会

（随時）

※必須

地域資源
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支援対象事業の例 １

【地域資源】ニット製品（江戸川区）

「循環型東京エシカル素材Tシャツの開発」

株式会社谷繊維（江戸川区）

ニット製品の製造過程で生じる
「裁断くず」を反毛という技法
を用いて紡績を行い、裁断くず
を再び綿に戻し、その糸を使用
したオリジナル製品を開発する。

地域資源
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支援対象事業の例 ２

【都市課題分野】子育て・高齢者・障害者等の支援

「視覚障害者の外出を促す新たな白杖の開発」

菱和工業株式会社（大田区）

視覚障害者の利便性・携帯性を
考えた伸縮機能や、足元ライト
を備えた白杖を開発する。白杖
を携行する心理的な負担を和ら
げ、夜間も含めた安全な外出の
一助とする。

地域資源
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市場開拓助成事業
市場

申請区分 ⇒
（どちらかを選択） Ａ．東京都支援製品の市場開拓 Ｂ．成長産業分野の市場開拓

助成対象商品

東京都や公社の事業において一定の評
価や支援を受け開発等を実施した製
品・サービス等

成長産業分野（「イノベーションマップ」

の開発支援テーマ）に属する製品・

サービス等

※事業化が完了し販売できる状態にある自社の商品であることが必要

対象展示会 国内展示会、海外展示会、オンライン展示会

助成限度額 ３００万円

助成対象期間 令和４年10月１日 ～ 令和５年12月31日※ (１年３か月以内)

助成率 ２分の１以内

対象経費

出展小間料、資材費、輸送費、通訳費（海外展示会のみ）、
オンライン出展基本料、

印刷物制作費、PR動画制作費、広告費、
ＥＣサイト出店初期登録料 、自社webサイト制作・改修費

対象者 都内中小企業者（会社及び個人事業者）、組合等

NEW NEW

※ 3/7時点の予定であり、変更の可能性があります

• 申請受付は令和４年4月以降を予定
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対象経費の種類
費 目 説 明

出展小間料 ・展示会等に係る出展小間料

資 材 費 ・小間内の装飾、展示に必要な資材等の経費

輸 送 費 ・展示品や展示用資材等の運送費

通 訳 費 ・展示会場における通訳費(海外展示会のみ)

オンライン出展基本料 ・オンライン展示会への出展に係る基本料

ＥＣサイト出店初期登録料 ・ＥＣサイトに出店する場合の初期登録料

自社webサイト制作・改修費 ・助成対象商品の販促を行う自社ｗｅｂサイトの制作・改修費

印刷物制作費 ・助成対象商品の販促のために配布する印刷物制作費

PR動画制作費 ・助成対象商品の販促に使用する動画制作費

広 告 費 ・助成対象商品の紙媒体及びWEBへの広告掲載費

市場

NEW

NEW
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https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/ （順次掲載）

申請にあたっては、公社HPの
募集要項をご覧ください

東京都 中小企業 助成金 🔍検索

※令和４年度助成事業については、令和４年度歳入歳出予算が令和４年３月
31日までに都議会で可決された場合において、令和４年４月１日に確定いた
します。

【お問合せ先】

（公財）東京都中小企業振興公社 助成課

〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4F

TEL: 03-3251-7894・7895

e-mail: josei@tokyo-kosha.or.jp

令和４年度助成事業説明会 44

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/

