
どんなことが必要ですか こんな支援があります 事業名 連絡先 各支援機関・窓口からのご案内

ワンストップ総合相談窓口 03-3251-7881
経営全般や資金調達、事業承継・再生、経営改善、財務・税務等の相談に無料で対応しています。月～金曜日の午
後に弁護士の法律相談もございます。（予約制）

専門相談窓口 裏表紙をご参照ください 弁護士、税理士、社会保険労務士等の専門家が、経営に関するご相談に応じます。相談無料、事前予約制。

経営全般や資金調達、事業承継・再生、経営改善、財務・税務等の相談に無料で対応しています。弁護士の法律相
談もございます。（予約制）

経営に関するあらゆるご相談に無料で対応しています。

専門家の派遣 03-3251-7881
専門家が経営改善計画の作成や計画策定後の実行支援、資金繰り改善などのアドバイスを行います。（自己負担あ
り、派遣回数８回上限）

専門家派遣制度（エキスパートバンク） 裏表紙をご参照ください
小規模事業者からの要望に応じて、中小企業診断士、弁護士、税理士などのエキスパート（専門家）を直接事業所に
派遣し、具体的・実践的なアドバイスによって問題の解決にお役立ていただけます。

支援機関・窓口

中小企業振興公社　総合支援課

東京商工会議所　本部・各支部

中小企業振興公社　城東・城南・多摩支社

都内の商工会議所・商工会・東京都商工会連合会

中小企業振興公社　総合支援課

都内の商工会議所・商工会・東京都商工会連合会

専門家の支援等が
個別に受けられる

窓口で専門家に
相談できる

地域の窓口で
相談ができる

いろいろな
問題について
相談したい

経営相談 裏表紙をご参照ください

↓ここから右の順にお探しください。中小企業金融円滑化法の終了に対応した支援を各種ご用意しております。 支援機関・窓口の連絡先一覧はコチラ⇒

専門家派遣制度（エキスパートバンク） 派遣し、具体的・実践的なアドバイスによって問題の解決にお役立ていただけます。

東京商工会議所　本部・各支部 経営相談窓口 裏表紙をご参照ください

多摩・島しょ地域の商工会議所・各商工会 金融相談 裏表紙をご参照ください

東京都産業労働局金融部 03-5320-4877

東京都産業労働局金融部 東京都新保証付融資制度 03-5320-4877
地域の金融機関と連携して都が独自に実施している新保証付融資です。取扱金融機関と一定期間取
引を継続している等の要件を満たす都内中小企業の方が対象となります。

資金繰りについて
相談したい

上記融資のご案内のほか、売上の伸び悩み、資金調達、取引先とのトラブル、海外展開（東商のみ）、
資金繰りの行き詰まりなど、企業の経営に関する幅広いご相談に無料で応じています。

ニーズに応じた
様々な融資制度を
利用できる

※融資や返済方法の変更には
審査があります。

東京都中小企業制度融資

東京都中小企業制度融資、制度融資以外の信用保証付き融資、及び新保証付き融資制度のお申込み　　⇒　各指定金融機関の窓口にご相談ください

　上記融資についてのご案内はこちら

都内の商工会議所・商工会・東京都商工会連合会

　制度融資とは、東京都（区市町）、東京信用保証協会、制度融資取扱指定金融機関が協調して資金
を供給する制度です。東京信用保証協会は中小企業のお客様が金融機関から事業資金の融資を受
ける際、「保証人」となることで資金調達を円滑にする役割を担っています。
　中小企業金融円滑化法終了後の対応として行っている取組は本表右下の表をご覧ください。
※ 東京都産業労働局金融部では、東京都が行う制度融資に関してのご案内を行っております。
※ 東京信用保証協会では、国・東京都・区市町などの取組を踏まえ、信用保証制度全般についてのご案内を
　　行っております。

東京信用保証協会　本店・各支店

03-3272-3151
（本店保証部）
各支店は裏表紙
をご参照ください

東京都産業労働局金融部 東京都新保証付融資制度 03-5320-4877
引を継続している等の要件を満たす都内中小企業の方が対象となります。

都内の商工会議所・商工会・東京都商工会連合会 マル経融資制度
経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々をバックアップするため、各商工会議所・各商工会の推
薦により、無担保・無保証人・低金利で融資を受けられる国（日本政策金融公庫）の公的融資制度で
す。

東京商工会議所　各支部 メンバーズビジネスローン
東京商工会議所と民間金融機関（銀行・信用金庫・信用組合）との提携により実現した融資制度です。
東商の会員事業者の方は、提携金融機関から優遇された条件で融資を受けることができます。

各商工会 商工会と信用金庫の提携融資 商工会の会員を対象に、貸出金利の優遇措置があります。

経営改善計画の
作成支援を受けられる

専門家の派遣 03-3251-7881
金融機関から貸付条件の変更等を受けている小規模事業者を対象に、専門家が経営改善計画の作
成を無料で支援します。（派遣回数４回上限）

経営改善計画の作成支援等
に係る費用補助が受けられる

認定支援機関に経営改善計画の策定支援等
を依頼する場合の費用補助

03-3283-7575
中小企業経営力強化支援法に基づく認定支援機関に、経営改善計画の策定支援等を依頼する場合
の費用補助が受けられます。

ワンストップ総合相談窓口（特別相談窓口） 03-3251-7881
経営全般や資金調達、事業承継・再生、経営改善、財務・税務等の相談に無料で対応しています。月
～金曜日の午後に弁護士の法律相談もございます。（予約制）

03-3283-7742

裏表紙をご参照ください

都内の商工会議所・商工会・東京都商工会連合会がご提供する融資

東京商工会議所　経営安定特別相談室

中小企業振興公社　総合支援課

中小企業振興公社　総合支援課

経営改善を図りたい
（条件変更の際に求められる
経営改善計画を作成したい） 東京都経営改善支援センター(東京商工会議所)

窓口で専門家に
相談できる

03-3283-7742

042-500-3885

事業承継・再生支援 03-3251-7882
業務改善の相談や経営改善計画の作成などについて、複数の専門家が継続的に支援します。会社の
規模等は問いません。秘密厳守、相談無料です。

中小企業再生支援協議会 03-3283-7425
金融機関経験者、公認会計士、中小企業診断士、税理士等の専門家が常駐し、各社の状況に応じて
きめ細かな相談に応じています。守秘義務厳守なので安心。相談無料・事前予約制。

事業譲渡等の相談ができる 事業承継・Ｍ＆Ａ支援 03-3283-7555
中小企業のＭ＆Ａに関する専門家が常駐し、事業の譲渡・買収等を検討されている事業者の方にアド
バイスを行っています。相談無料、事前予約制。

◇国などが実施する主な支援のご紹介（中小企業金融円滑化法終了関連） ◇中小企業金融円滑化法の終了に対応し、東京都中小企業制度融資において実施している取組

・特別借換の創設

・経営力強化融資の拡充

・小口資金融資の拡充

国の認定した経営支援機関の支援を受けて経営改善に取り組む企業に対する融資制度の拡充
（小規模企業へ保証料２分の１を補助）

商工会議所等から経営指導を受けた小規模企業者を対象に金利の優遇幅を拡大（０．１％⇒０．４％）

東京商工会議所　経営安定特別相談室

東京都事業引継ぎ支援センター(東京商工会議所)

中小企業の倒産を未然に防ぐための相談窓口。倒産回避の方途、任意整理、法的手続き等、経営安
定に向けた指導・助言等を行います。相談無料、事前予約制。

保証付きの既往融資を一本化し、返済期間を延長することで負担を軽減するメニューを創設
（小規模企業へ保証料２分の１を補助）

事業を再生させたい
（又は円滑に廃業させたい）

相談できる
経営安定特別相談

専門的な経営相談や
継続支援が受けられる

東京都商工会連合会　経営安定特別相談室

中小企業振興公社　総合支援課

東京都中小企業再生支援協議会(東京商工会議所)

◎財務局・財務事務所の金融円滑化相談窓口

（関東財務局） ０４８－６１５－１７７９ （東京財務事務所） ０３－５８４２－７０１４

◎金融庁の相談窓口

（金融円滑化ホットライン） ０５７０－０６７７５５ 又は ０３－５２５１－７７５５

◎経営改善・資金繰り相談窓口 ・小口資金融資の拡充

・リバイバル支援融資の拡充

商工会議所等から経営指導を受けた小規模企業者を対象に金利の優遇幅を拡大（０．１％⇒０．４％）

抜本的な事業再生に取り組む中小企業を対象とした同融資の限度額を引上げ（５千万円⇒１億円）

（関東財務局） ０４８－６１５－１７７９ （東京財務事務所） ０３－５８４２－７０１４

◎金融庁の相談窓口

（金融円滑化ホットライン） ０５７０－０６７７５５ 又は ０３－５２５１－７７５５

◎経営改善・資金繰り相談窓口

（関東経済産業局） ０４８－６００－０４２５ （中小基盤整備機構） ０３－５４７０－１６２０



団体名 窓口 連絡先 団体名 窓口 連絡先

代表 042-500-1143

地域振興課 042-500-3885

03-3251-7882 組織支援課 042-500-3063

城東支社 03-5680-4631 0422-49-3111

城南支社 03-3733-6284 042-323-1011

多摩支社 042-500-3901 042-581-3666

中小企業相談センター 03-3283-7700 042-491-6648

経営安定特別相談室 03-3283-7742 042-344-2311

千代田支部 03-5275-7286 042-381-8765

【金融円滑化法終了対応関連】　支援機関・窓口　連絡先一覧

東京都商工会連合会

東京都中小企業
振興公社

総合支援課
03-3251-7881

国分寺市商工会

小平商工会

日野市商工会

西東京商工会

三鷹商工会

清瀬商工会

小金井市商工会

中央支部 03-3538-1811 042-424-3600

港支部 03-3435-4781 03-3489-0178

新宿支部 03-3345-3290 04992-2-3791

文京支部 03-3811-2683 042-485-2214

台東支部 03-3842-5031 042-551-2927

北支部 03-3913-3000 042-471-7577

荒川支部 03-3803-0538 042-394-0511

品川支部 03-5498-6211 042-575-1000

目黒支部 03-3791-3351 042-559-4511

大田支部 03-3734-1621 042-562-1131

世田谷支部 03-3413-1461 042-560-1327

渋谷支部 03-3406-8141 04996-2-2121

あきる野商工会

狛江市商工会

調布市商工会

福生市商工会

西東京商工会

八丈町商工会

東久留米市商工会

東村山市商工会

東京商工会議所

国立市商工会

東大和市商工会

稲城市商工会

大島町商工会

武蔵村山市商工会

必要必要必要必要なななな支援支援支援支援がきっとがきっとがきっとがきっと見付見付見付見付かるかるかるかる！！！！

いろいろないろいろないろいろないろいろな問題問題問題問題についてについてについてについて

資金繰資金繰資金繰資金繰りについてりについてりについてりについて中野支部 03-3389-1241 042-377-1696

杉並支部 03-3220-1211 042-555-6211

豊島支部 03-5951-1100 04994-2-1381

板橋支部 03-3964-1711 042-557-3389

練馬支部 03-3994-6521 042-543-8186

江東支部 03-3699-6111 04992-5-1167

墨田支部 03-3635-4343 04992-8-0232

足立支部 03-3881-9200 04998-2-2666

葛飾支部 03-3838-5656 042-597-0270

江戸川支部 03-5674-2911 本店保証部 03-3272-3151

03-3283-7425 池袋支店 03-3987-5445

03-3283-7575 五反田支店 03-3493-4991

昭島市商工会

東京都経営改善支援センター（東京商工会議所）

日の出町商工会

瑞穂町商工会

新島村商工会

羽村市商工会

小笠原村商工会

神津島村商工会

稲城市商工会

三宅村商工会

東京都中小企業再生支援協議会（東京商工会議所）

資金繰資金繰資金繰資金繰りについてりについてりについてりについて

経営改善経営改善経営改善経営改善をををを図図図図りたい・・・りたい・・・りたい・・・りたい・・・

03-3283-7555 錦糸町支店 03-5608-2011

042-623-6311 新宿支店 03-3344-2251

0422-22-3631 千住支店 03-3888-7231

0428-23-0111 上野支店 03-3847-3171

042-527-2700 渋谷支店 03-5468-0135

042-362-6421 葛飾支店 03-5680-0801

042-722-5957 大田支店 03-5710-3610

042-375-1211 立川支店 042-525-6621

八王子支店 042-646-2511

東京都産業労働局 金融相談担当 03-5320-4877

東京都事業引継ぎ支援センター（東京商工会議所）

町田商工会議所

多摩商工会議所

東京信用保証協会

八王子商工会議所

武蔵野商工会議所

青梅商工会議所

立川商工会議所

むさし府中商工会議所

事業事業事業事業をををを再生再生再生再生させたい・・・させたい・・・させたい・・・させたい・・・

見開見開見開見開きをごきをごきをごきをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください⇒⇒⇒⇒


