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アイデック

IDEC横浜

<(公財)横浜企業経営支援財団>
からのお知らせ

ワンストップ経営相談窓口
経営に関するお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。
IDEC横浜 <(公財）横浜企業経営支援財団>

お問合せ

経営支援担当

相談無料

TEL：045-225-3711
MAIL：keiei@idec.or.jp

売上
資⾦調達

⼈材確保

検索

横浜 ワンストップ経営相談

ワンストップ経営相談窓⼝とは
横浜市内の中⼩企業や創業企業者の皆様が抱える様々な課題などについて、総合的
にお応えする相談窓⼝です。
経営全般に関する相談や税務、法律、知財、IT関連、国際ビジネスなど幅広い分野
について、中⼩企業診断⼠、税理⼠、社会保険労務⼠、弁護⼠、弁理⼠等の専⾨家
が、相談・助⾔を⾏います。

対象者
(1) 横浜市内に主たる事業所がある中⼩企業者および個⼈事業者
(2) 横浜市内にて法⼈、個⼈事業者として創業予定の⽅

相談時間 事前予約制
⽉曜⽇〜⾦曜⽇（祝⽇、年末年始除く）
※法律相談・知財相談は相談時間が異なります。
①9：00〜10：00
②10：30〜11：30
詳細はお問合せください。
③13：30〜14：30
④15：00〜16：00

相談場所（地図は最後のページにあります）
IDEC横浜（横浜市中区⽇本⼤通11番地 横浜情報⽂化センター７階）
または
ZOOM（ご希望の場合、２営業⽇前までに予約してください。）

小規模事業者向け出張相談
IDEC横浜の専門相談員による支援チームが、皆さまのもとへ伺い、
資金繰りや事業計画等についての ご相談に乗ります。
IDEC横浜 <(公財）横浜企業経営支援財団>

相談無料

お問合せ

TEL：045-225-3719
MAIL：syoukibo@idec.or.jp
検索

経営支援課

⼈⼿がなく、相談窓⼝
に⾏く時間が無い

こんな方に
おすすめです！

横浜 小規模 出張相談

対象者
横浜市内に事業所があり、常時使⽤する従業員が、
(1) 製造業・建設業・運輸業・その他の業種は20⼈以下
(2) 卸売業・⼩売業・サービス業は5⼈以下の零細企業や個⼈事業主

相談時間
⽉曜⽇〜⾦曜⽇（祝⽇、年末年始除く）
9：00〜17：00

出張相談の流れ
こちらから
伺います！
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＜令和４年度 分類別一覧＞
1 １ 相談窓口
事業名
総合相談窓口
ワンストップ経営相談窓口
小規模事業者出張相談事業【小規模企業専用】
各種相談窓口
法律相談窓口
労務相談窓口
税務相談窓口
IT活用相談窓口
横浜グローバルビジネス相談窓口
海外サポートデスク
知財相談窓口
事業承継相談窓口
ＢＣＰ策定支援初期相談
専門家による経営コンサルティング
技術相談
中小企業デジタル化相談事業
健康経営等に関する相談
国家戦略特区推進事業
国際戦略総合特区推進事業
YOXO BOXスタートアップ相談窓口
2 ２ 融資
事業名
中小企業融資
振興資金
ＳＤＧｓよこはま資金（再掲）
小規模企業特別資金【小規模企業専用】
小規模企業資金繰り安定サポート資金【小規模企業専用】
経営安定資金
新型コロナウイルス特別資金（再掲）
新型コロナウイルス 伴走支援特別資金（再掲）
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3 ３

創業おうえん資金
創業おうえん資金(再挑戦)
事業承継資金
事業承継資金（経営者保証不要特別）
貿易振興金融
経営支援

4

事業名
事業承継・Ｍ＆Ａに関する支援
事業承継相談窓口
事業承継セミナー
後継者支援・後継候補者支援「横浜次世代経営者塾」
人材確保・人材育成支援
合同就職面接会等
横浜市就職サポートセンター事業
就職氷河期世代就職支援プログラム
ものづくり人材育成支援
中小企業人材確保支援事業
めっき技能士育成、中核技術者育成
大学等と連携したイノベーション人材育成
設備投資支援
中小企業設備投資等助成金（再掲）
中小企業デジタル化推進支援事業（再掲）
小規模事業者設備投資助成【小規模事業者】（再掲）
多様で柔軟な働き方の推進
多様で柔軟な働き方推進事業
海外ビジネス支援
中小企業海外市場開拓支援事業
海外進出支援事業（F/S調査に対する助成）
海外展開助成事業
海外展開への技術的支援
新製品開発・販路開拓支援
製造業受発注相談
中小企業新技術・新製品開発促進助成（再掲）
販路開拓支援事業（本市トライアル発注）
ものづくりコーディネート事業 （再掲）
横浜市場直送店登録制度
知的財産活用支援
横浜知財みらい企業支援事業
知的財産活動助成
製造業支援
ものづくり魅力発信助成金
技術・デザイン支援
技術相談 (再掲）
中小企業デジタル化相談事業 （再掲）
横浜ものづくりコーディネート事業 （再掲）
デザイン相談（産業デザイン支援）
試験分析
デザイン産学連携プログラム
福利厚生支援
横浜市勤労者福祉共済制度（ハマふれんど）
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4 ４

横浜への進出・開業
事業名

横浜への進出・移転（本社・事務所・工場等）
横浜への進出・立地に関する情報・支援
企業立地促進条例に基づく助成【固定資産を取得する場合】
企業立地促進条例に基づく法人市民税（法人税割額）の軽減【テナントとして本社等を設置する場合】
成長産業を営む企業の横浜への進出等に対する助成
新規開業（創業）・スタートアップ支援
創業セミナー
創業促進助成金
Webサイト「スタートアップポートヨコハマ」
女性専用シェアオフィス「F－SUSよこはま」
輝く女性起業家プロモーション事業
YOXOアクセラレータープログラム
YOXOスタートアップ創業支援プログラム
横浜ベンチャーピッチ
5 ５ 商業振興
事業名
商店街を対象とした支援
横浜市商店街プレミアム付商品券支援事業（再掲）
商店街組織持続化支援事業（再掲）
商店街環境整備支援事業（再掲）
ソフト支援事業
イベント助成事業
空き店舗活用事業
安全・安心な商店街づくり事業
社会課題チャレンジ事業（商店街SDGｓ推進事業（再掲））
小規模事業者店舗改修助成事業【小規模企業専用】
個店の活力向上事業
6 ６ その他の情報
事業名
研究開発支援
中小企業新技術・新製品開発促進助成（再掲）
ヘルスケアビジネス推進事業
横浜医工連携プロジェクト
LIP.横浜トライアル助成
LIP.横浜 中小企業・スタートアップ等支援事業
The Springboard™ Program in Yokohama（ザ スプリングボードプログラム イン ヨコハマ）
展示会・商談会
工業技術見本市 （テクニカルショウヨコハマ）
工業技術見本市 （テクニカルショウヨコハマ）横浜ものづくりゾーン
工業技術見本市 （テクニカルショウヨコハマ）Ｉ▫ＴＯＰ横浜ゾーン
BioJapan（バイオジャパン）
事業活動に役立つ認定・表彰制度
地域に根ざしたCSR活動の認定【横浜型地域貢献企業】
経営に貢献する知的財産活動の認定【横浜知財みらい企業】
横浜ビジネスグランプリ～YOXOアワード～
優れた技能職者の選定【横浜マイスター】
健康経営を推進する事業所の認証【横浜健康経営認証制度】
法令（法律・条例・規則等）に関わる届出等
大規模小売店舗立地法に関する届出制度
工場立地法に関する届出制度
工業地域等共同住宅建築指導基準の届出制度
工業集積地域における土地取引の事前届出制度
はかりの定期検査制度
事業協同組合設立認可等
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＜令和４年度 主な支援策一覧（新型コロナ・脱炭素化・デジタル化）＞
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援
施策・事業名

概 要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内中小企業を対象として、横浜市中
小企業融資制度やセーフティネット保証認定のご案内を実施しています。
〔月～金曜日（祝祭日、年末年始除く）、９時～17時〕
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内中小企業を対象として、経営全般
に関する相談を受け付けています。
〔月～金曜日（祝祭日、年末年始除く）、９時～17時〕

市内中小企業向けの
特別経営相談窓口

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内中小企業を対象として、信用保証
に関する相談を受け付けています。
〔月～金曜日（祝祭日、年末年始除く）、９時～17時20分〕
本
所…中、磯子
北部支所…港北、緑、青葉、都筑
西部支所…鶴見、神奈川、西、保土ケ谷、旭、瀬谷
南部支所…南、金沢、戸塚、港南、栄、泉

新型コロナウイルス
特別資金
【中小企業融資】

新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい状況の中、経営の安定化を図る方、又
は困難を乗り越えるため、新たな取組にチャレンジする方がご利用できます。
※限度額や融資期間等は３ページに記載

新型コロナウイルス
伴走支援特別資金
【中小企業融資】

金融機関との対話を通じて経営行動計画を策定し、金融機関の継続的な伴走支援を受
けながら経営改善等に取り組む方がご利用できます。
※限度額や融資期間等は３ページに記載

お問合せ先
経済局 金融課

TEL：045-671-2592
ＩＤＥＣ横浜

TEL:045-225-3711
横浜市信用保証協会
本所

TEL:045-662-6623
北部支所

TEL:045-470-5600
西部支所

TEL:045-319-5335
南部支所

TEL:045-844-6621
[お申込窓口]
取扱金融機関
[融資の内容について]
経済局 金融課

TEL：045-671-2592
[お申込窓口]
取扱金融機関
[融資の内容について]
経済局 金融課

TEL：045-671-2592

脱炭素化に取り組む事業者への支援
中小企業経営総合支援事業
ＳＤＧｓよこはま資金
【中小企業融資】
勤労者生活資金預託金事業
グリーンリカバリー（※）
設備投資助成

中小企業設備投資等助成
中小企業新技術・新製品
開発促進助成

中小企業が抱える様々な経営課題やデジタル化・脱炭素化などへの対応等の相談に、
窓口及びオンラインにて総合的にお応えする『ワンストップ経営相談』を実施するととも
に、企業訪問や地域でのセミナー等を実施し、企業に寄り添ったきめ細かい支援を行い
ます。
ＳＤＧｓの達成に向けた取組等を行う方がご利用できます。
※限度額や融資期間等は３ページに記載

ＩＤＥＣ横浜

TEL:045-225-3711
（経済局 中小企業振興課）
[お申込窓口]
取扱金融機関
[融資の内容について]
経済局 金融課

TEL：045-671-2592
横浜市の自治体提携ローンとして低金利による融資への支援を行います。脱炭素社会 経済局 雇用労働課
の実現に寄与するため、新たに脱炭素資金貸付を設け、太陽光発電設備購入への支
TEL：045-671-2341
援を行います。
中小企業の脱炭素化を推進するため、専門家派遣による省エネアドバイスを行うととも
経済局 ものづくり支援課
に、必要な設備（空調設備や照明機器等）の導入経費を助成します。（上限200万円）
（※）グリーンリカバリー：持続可能な社会に向けた脱炭素化への取組など、環境を重視 TEL：045-671-4681
した投資などを行うことで経済を復興させようとする手法
市内中小企業者が生産性の向上のために行う設備等の導入費用を助成します。助成
対象となる設備は、CO２削減等に資する生産、販売活動の用に直接供される設備で
す。
＜助成率＞10～30％ ＜助成限度額＞800万円
※申請期間がありますので、詳しくはＨＰをご確認ください。

経済局 ものづくり支援課

TEL：045-671-4681

中小企業の新技術や新製品の研究・開発に対し、開発可能性調査・研究・開発の各段 経済局 ものづくり支援課
階に応じて助成し、脱炭素化など先進的な取組を後押しします。
TEL：045-671-4681

経済局 企業誘致・立地課
企業立地促進条例による助成事業
市内への新規進出や成長分野等への投資を行う事業者を助成金等により支援します。
TEL：045-671-2594
成長産業立地促進助成事業

創業・スタートアップ
成長推進事業

『ＹＯＸＯ ＢＯＸ（よくぞボックス）』を中核として、ＤＸや脱炭素などの社会課題に挑戦する 経済局 新産業創造課
スタートアップの成長を強力に後押しします。
TEL：045-671-3487

商店街ＳＤＧｓ推進事業

子育て世代への支援や商品の宅配、脱炭素化の取組など、地域・社会の課題に対し
経済局 商業振興課
て、商業活動と連動させて主体的かつ継続的に解決に取り組むことで、ＳＤＧｓの実現を
TEL：045-671-3488
目指す商店街を支援します。

商店街ハード整備支援事業

商店街の駐車場での電気自動車用充電スタンドの設置や、街路灯等の省エネ型ランプ 経済局 商業振興課
への交換、防犯カメラ設置等、脱炭素化と安全な買い物環境の整備等を支援します。 TEL：045-671-3488

デジタル化に取り組む事業者への支援
中小企業デジタル化
推進支援事業

中小企業のデジタル化を後押しするため、専門家派遣を行うとともに、設備導入に係る 経済局 ものづくり支援課
経費を助成します。
TEL：045-671-4681

ものづくりコーディネート事業

技術知識や営業経験の豊富な企業ＯＢを『ものづくりコーディネーター』として、市内中小 ＩＤＥＣ横浜
イノベーション支援担当
企業等に派遣します。中小企業が持つ優れた技術・製品を発掘し、課題等を把握しなが
ら企業や大学等の最適なビジネスパートナーに結びつけるなど、中小企業の販路開拓 TEL：045-225-3733
の支援や技術連携を促進します。
（経済局 ものづくり支援課）

小規模事業者
設備投資助成

小規模事業者（個人事業主を含む）が生産性向上のために行う、新たな設備等の導入 経済局 ものづくり支援課
にかかる費用の1/2（最大10万円）を助成します。製造業、建設業、小売・卸売業、飲食
TEL：045-671-4681
店など全ての小規模事業者がご利用いただけます。

IoT等先端技術を活用した
新ビジネス創出事業

ＩｏＴ、ＡＩ等の技術を活用したビジネス創出に向けて、オープンイノベーションにより付加 経済局 産業連携推進課
価値の高い製品・サービスの開発や生産性の向上等の課題にチャレンジする中小企業
ＴＥＬ：045-671-4600
を支援します。

商店街組織持続化支援事業

商店街の組織体制強化や課題解決に必要な外部支援（経営相談や調査等）を受ける機 経済局 商業振興課
会を設けるほか、円滑な情報共有等を図るためのＩＣＴの導入や活用を支援します。
TEL：045-671-3488

横浜市商店街プレミアム付
商品券支援事業

商店街が消費喚起策として行うプレミアム付商品券の発行を支援します。特に、非接触 経済局 商業振興課
型の決済方法としてキャッシュレスサービスの活用を促進します。
TEL：045-671-3488
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分類別一覧＞

1 相談窓口
総合相談窓口
施策・事業名

対象

ワンストップ経営相談窓口

小規模事業者出張相談事業
【小規模企業専用】

概 要

項目

中小企業
相談・専門家
小規模企業 派遣

お問合せ先

中小企業経営者や創業予定の皆様からの相談について、ワンス
トップでお応えします（無料）。必要に応じて、より専門的な「各種 ＩＤＥＣ横浜
<横浜市中小企業支援センター>
専門相談」につなげていきます。
TEL：045-225-371１
＜横浜企業経営サポートマガジン＞
ＩＤＥＣ横浜による最新の応援メニュー情報などを配信しています （経済局 中小企業振興課）
（月2回）。

小規模企業 相談・専門家
派遣

ＩＤＥＣ横浜
<横浜市中小企業支援センター>

小規模事業者（個人事業主を含む）特有の課題対応に専門の支
TEL：045-225-3719
援チームが現場に出張して相談をお受けします（無料）。
（経済局 中小企業振興課）

各種専門相談
施策・事業名

法律相談窓口
労務相談窓口
税務相談窓口
IT活用相談窓口
海
外
ビ
ジ
ネ
ス
相
談

横浜グローバルビジネス
相談窓口
海外サポートデスク

知財相談窓口

事業承継相談窓口
ＢＣＰ策定支援初期相談
専門家による
経営コンサルティング

対象

概 要

項目

お問合せ先

中小企業
相談・専門家
小規模企業 派遣

契約などのビジネス法務について弁護士が窓口にて相談をお受
けします（事前予約制：無料）。
※毎週火曜日（相談時間：原則として30分以内）

中小企業
相談・専門家
小規模企業 派遣

雇用や社会保険などのビジネス労務について社会保険労務士が
窓口にて相談をお受けします（事前予約制：無料）。
※第二・第四水曜日

中小企業
相談・専門家
小規模企業 派遣

税金などのビジネス税務について税理士が窓口にて相談をお受
けします（事前予約制：無料）。
※第一・第三水曜日

中小企業
相談・専門家
小規模企業 派遣

ビジネスに関わるIT活用について、中小企業診断士が窓口にて
相談をお受けします（事前予約制：無料）。
※毎週火曜日

中小企業
相談・専門家
小規模企業 派遣

海外展開にはじめて取り組む企業から、海外市場でのビジネス拡
大を目指す企業まで、貿易、海外取引、海外進出など海外展開に ＩＤＥＣ横浜
関するさまざまな相談に助言、提案を行います（事前予約制：無 国際ビジネス支援担当
料）。
TEL：045-225-3730
海外に事務所を置くコンサルティング会社等と提携し、現地情報
（経済局 国際ビジネス課）
の提供や視察の手配などを行います （年３回まで無料）。

相談・専門家
派遣

中小企業
相談・専門家
小規模企業 派遣

中小企業
相談・専門家
小規模企業 派遣

中小企業
相談・専門家
小規模企業 派遣

中小企業
相談・専門家
小規模企業 派遣

中小企業
相談・専門家
小規模企業 派遣

技術相談

ＩＤＥＣ横浜
経営支援担当

TEL：045-225-3711
（経済局 中小企業振興課）

知的財産に関する相談について、弁理士が窓口にて相談をお受
けします（事前予約制：無料）。
※第二木曜日
円滑な事業継続を支援するため、窓口にて相談をお受けします
（事前予約制：無料）。
※毎週木曜日
防災・減災やＢＣＰ策定に取り組む企業に対して、相談をお受けし
ます（事前予約制：無料）。

ＩＤＥＣ横浜
経営支援担当

TEL：045-225-3711
（経済局 中小企業振興課）

経営者が抱える様々な経営課題解決のため、専門家による継続
的な経営コンサルティングを行います(有料）。
ＩＤＥＣ横浜

市内中小企業の新製品・新技術の開発等について、豊富な知識 イノベーション支援担当
と経験を有する技術アドバイザーが企業を訪問し技術アドバイス TEL：045-225-3733
を行います（年３回まで無料）。
（経済局 ものづくり支援課）

中小企業
相談・専門家
小規模企業 派遣

中小・小規模企業の生産性向上に向け、IT・IoTなど、デジタル技 ＩＤＥＣ横浜
イノベーション支援担当
術を活用した、現場の見える化・設備の効率的な稼働に向けて、
IT・IoTに詳しい専門家が直接企業を訪問し、改善提案を行います TEL：045-225-3733
（年３回まで無料）。
（経済局 ものづくり支援課）

中小企業
相談・専門家
小規模企業 派遣

健康経営支援拠点「新横浜ウエルネスセンター」「LINKAI横浜金
沢ウエルネスセンター」「横浜駅ウエルネスセンター」にて、セミ
経済局 中小企業振興課
ナーやイベント等を開催し、企業の健康経営の取組を支援してい
TEL：045-671-4236
ます。
※詳しくはHPをご確認ください。

中小企業デジタル化相談事業

健康経営等に関する相談

国家戦略特区推進事業

相談・専門家
大企業
中小企業 派遣
小規模企業

国際戦略総合特区推進事業

大企業
相談・専門家
中小企業
派遣
小規模企業

YOXO BOX
スタートアップ相談窓口

中小企業 相談・専門家
小規模企業 派遣

国家戦略特区の規制緩和や、制度改革の活用に関する相談を受 経済局 新産業創造課
け付けています。
TEL：045-671-3487
市内で実施される事業における、国際戦略総合特区を活用した
規制緩和や各種支援措置について、相談・支援を行います。

経済局 産業連携推進課

TEL：045-671-4600

スタートアップ支援の専門家が資金調達、マーケティング、販路開 経済局 新産業創造課
拓、事業連携など、スタートアップの個別課題に対応します。
TEL：045-671-3487
※詳しくはHPをご確認ください。
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2 融資
市内で事業を営んでいる又は市内での事業着手が認められる中小企業者、共同組合、
NPO法人等がご利用いただけます。

中小企業融資
ご利用いただける方

①使途 ②限度額 ③利率(年利)
④融資期間 ⑤保証料率(市助成率)

融資対象

資金名

中小企業者等の方全般

振興資金

①運転・設備
②2億8,000万円（組合は4億8,000万円）
③固定金利：
１年以内 1.5％以内
３年以内 2.0％以内
市内で事業を営んでいる方、又は市内での ５年以内 2.2％以内
７年以内 2.3％以内
事業着手が認められる方
15年以内 2.5％以内
20年以内 2.6％以内
変動金利：短期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄ＋0.7％以内
④運転資金7年以内、設備資金20年以内（据置
６か月以内を含む）
⑤0.45～1.90％

ＳＤＧｓの達成に向けた
取組等を行う方

ＳＤＧｓよこはま資金

小規模企業者

小規模企業特別資金

小規模企業
資金繰り安定サポート資金

お問合せ先

①運転・設備
②2億8,000万円（組合は4億8,000万円）
③固定金利：
１年以内 0.9％以内
３年以内 1.2％以内
５年以内 1.4％以内
10年以内 1.6％以内
15年以内 1.8％以内
20年以内 2.0％以内
④運転資金7年以内、設備資金15・20年以内
（据置12か月以内を含む）
⑤0.3375～1.4250％
（融資額5,000万円を上限に1/4助成）

ＳＤＧｓの達成に向けた取組等を行う方
【脱炭素社会の実現に資する取組を行う
方】、
【デジタル化等の設備投資を行う方】、
【Y-SDGsの認証等を受けた方】、
【人材の確保や就労環境向上等に取り組
む方】

①運転・設備
②2,000万円
小規模企業者の方（NPO法人は対象外） ③固定金利：
小規模企業者とは…従業員20人以下（卸 １年以内 1.2％以内
売業・小売業・サービス業は５人以下）の方 ３年以内 1.6％以内
５年以内 1.8％以内
ただし、サービス業のうち、宿泊業及び娯 15年以内 1.9％以内
楽業は20人以下の方
変動金利：短期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄ＋0.4％以内
④運転資金10年以内、設備資金15年以内（据
置12か月以内を含む）
⑤0.45～1.98％（1/10助成）

[お申込窓口]
取扱金融機関
[融資の内容について]
経済局 金融課

TEL：045-671-2592

次の全てを満たす小規模企業者（小規模企業者の定
義は上記「小規模企業特別資金」に記載のとおり）
1.１期以上の決算（確定申告）を行っている方
2.既存の借入について条件変更等による返済緩和を
行っていない方
3.＜法人＞直近決算で債務超過でなく、経常利益を計
上している方
＜個人事業主＞直近の確定申告における申告所得額
が200万円以上の方

①運転
②2,000万円※ただし、直近決算における平均
月商の２倍以内
③取扱金融機関の所定利率
④運転資金1年以内（一括返済）
⑤0.35～1.80％
※融資対象の全ての要件を満たす場合、更新により継 ※保証料率は横浜市信用保証協会による保証
続利用が可能です。（１・２回目の更新時は、融資対象
料割引適用後の料率
の要件３を満たしていない場合でも更新可能）
※申込時点で本資金及び信用保証協会（横浜市以外
の信用保証協会も含む）の保証付き短期継続融資を
利用していないことが必要です。

売上や利益が減少している方
など経営の安定を図る方

経営安定資金

新型コロナウイルス感染症の影
響を受けた方

新型コロナウイルス
特別資金

新型コロナウイルス
伴走支援特別資金

次のいずれかに該当する方
1.売上の停滞等により経営に支障を生じている
横浜市中央卸売市場の仲卸業者の方
2.取引先の倒産により経営に支障を生じている
方
3.最近３か月又は６か月の純売上高もしくは粗
利率（売上高総利益率）が、最近５か年のいず
れかの年の同期と比較して、減少している方
※最近３（６）か月とは申込月の前々月を含む３
（６）か月です。
4.横浜市中小企業融資又は横浜市信用保証協
会が保証した既往の借入があり、本資金による
借換により、毎月の返済負担の軽減が図られ、
安定的経営が見込まれる方
※１に該当する方は認定が必要です。

[認定窓口]
融資対象1は
中央卸売市場本場経営支援課

TEL：045-459-3333
①運転・設備
②2億8,000万円（組合は4億8,000万円）
③固定金利：1.7％以内
④運転資金10年以内、設備資金10年以内（据
置12か月以内を含む）
⑤0.45～1.90%

食肉市場運営課

TEL：045-511-0446
[お申込窓口]
取扱金融機関
[融資の内容について]
経済局 金融課

TEL：045-671-2592

①運転・設備
②2億8,000万円（組合は4億8,000万円）
③固定金利：
新型コロナウイルス感染症の影響による厳 １年以内 0.9％以内
しい状況の中、経営の安定化を図る方、又 ３年以内 1.2％以内
は困難を乗り越えるため、新たな取組に
５年以内 1.4％以内
チャレンジする方【売上・粗利率減少型】、 10年以内 1.6％以内
【チャレンジ型】、【公的事業タイアップ型】、 15年以内 1.8％以内
④運転資金５・10年以内、設備資金７・10・15年
【経営力強化型】
以内（据置12か月以内を含む）
⑤0.405～1.800％(融資額5,000万円を上限に
1/10助成)
経営行動計画を策定した次の１～３いずれかの方
1.セーフティネット保証４号(新型コロナの影響)の認
定を受けた方
2.セーフティネット保証５号(売上高等の減少)の認定
を受けた次の(1)(2)いずれかの方
(1)売上高等減少率が15％以上の方
(2) (1)を満たさず、最近１か月間に対応する前年同
月の売上高が、令和2年1月29日時点における直近
の決算の月平均売上高等より15%以上減少している
方
3.セーフティネット保証４号・５号いずれの認定も受
けていない次の(1)(2)いずれかの方
(1)最近１か月間の売上高が前年同月の売上高よ
り15％以上減少している方
(2)最近１か月間の売上高が前年同月の売上高よ
り5％以上減少し、前年同月の売上高が令和2年1
月29日時点における 直近の決算の月平均売上高
等より15%以上減少している方

①運転・設備
②6,000万円
③固定金利：
１年以内 0.9％以内
３年以内 1.2％以内
５年以内 1.4％以内
10年以内 1.6％以内
④運転資金10年以内、設備資金10年以内（据
置60か月以内を含む）
⑤融資対象者１・２：0.20％（国の補助後）
融資対象者３ ：0.20％～1.15％(国の補助
後)
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[お申込窓口]
取扱金融機関
[融資の内容及びセーフティネット保
証4号・5号について]
経済局 金融課

TEL：045-671-2592

ご利用いただける方
資金名

これから創業する方、
創業して５年未満の方

創業おうえん資金

創業おうえん資金
(再挑戦)

事業承継を行う方

事業承継資金

事業承継資金
（経営者保証不要）

貿易振興金融

融資対象

①使途 ②限度額 ③利率(年利)
④融資期間 ⑤保証料率(市助成率)

お問合せ先

次のいずれかに該当する方(ＮＰＯ法人は対象外)
1.これから創業する方（現在事業を営んでいない方
に限る）で、１か月以内に市内で個人事業を開始す
る方、又は２か月以内に市内で会社を設立し事業を
開始する方
※特定創業支援等事業による支援を受けた旨の証
明を受けた方は６か月以内となります。
2.既に創業されている方で、次のいずれかに該当す
る方（当該事業の開始時に他の事業を営んでいな
い方に限る）
（1）個人事業を開始し５年未満の方、又は会社を設
立し５年未満の方
（2）個人事業を開始したのち、新たに会社を設立し
た方が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を
当該会社に承継させる場合であって、個人事業を
開始して５年未満の方
3.事業を継続している会社により新たに設立（分社
化）された会社で、設立の日から５年未満の方（事
業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立（分社
化）する方を含む）

①運転・設備
②3,500万円以内
③固定金利：1.9％以内
※次のいずれかに該当する方は利率1.5％以内
１ 特定創業支援等事業の支援を受けた方
２ ＩＤＥＣ横浜が実施する横浜ビジネスグランプリのファ
イナリストの方
３ 横浜市スタートアップ成長支援拠点「YOXO BOX」に
おける「YOXOアクセラレータープログラム」の支援を受
けた方
４ 「令和３年度創業期ビジネス支援事業『ヨコハマ起業
家伴走支援プログラム』」の支援を受けた方
５ 「The Springboard™ Program in Yokohama」の支援を
受けた方
６ 日本政策金融公庫の以下の資金を利用している方
又は本資金と以下の資金で協調融資を受ける方
（1）資本性ローン【新事業型】
（2）新型コロナ対策資本性劣後ローン【新事業型】
④運転資金10年以内、設備資金10年以内（据置12か
月以内を含む）
⑤0.3％（1/４助成）※保証料率は横浜市信用保証協会
による保証料率割引適用後の料率

[創業に関するご相談]
ＩＤＥＣ横浜
TEL： 045-225-3711
[特定創業支援等事業について]
経済局 新産業創造課
TEL： 045-671-3487
[横浜ビジネスグランプリについて]
ＩＤＥＣ横浜
TEL： 045-225-3714
[YOXOアクセラレータープログラムについ
て]
経済局 新産業創造課
TEL： 045-671-3487
「令和３年度創業期ビジネス支援事業『ヨ
コハマ起業家伴走支援プログラム』」につ
いて]
経済局 新産業創造課
TEL： 045-671-3487
[The Springboard™ Program in Yokohama
について]
経済局 産業連携推進課
TEL： 045-671-3495
[お申込窓口]
取扱金融機関
融資の内容について]
経済局 金融課
TEL：045-671-2592

次の全てを満たし、市内で新たに事業を開始す
る方(又は新たな事業を開始してから５年未満の
方）(ＮＰＯ法人は対象外)
1.過去に自らが営んでいた事業をその経営の状
況の悪化により廃止した経験を有する方、又は
過去に経営の状況の悪化により解散した会社
の当該解散の日において当該会社の業務を執
行する役員であった方
2.事業の廃止日又は解散日から５年未満の方

①運転・設備
②3,500万円
③固定金利：
３年以内 2.0％以内
５年以内 2.2％以内
10年以内 2.4％以内
変動金利：短期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄ＋0.7％以内
④運転資金10年以内、 設備資金10年以内（据
置12か月以内を含む）
⑤0.72％(1/10助成)

次のいずれかに該当する方
1.事業継続が困難な事業者から事業用資産等
の譲渡を受けて、当該事業を承継しようとする
方
2.経営権の集約を目的として、持株会社によっ
て事業会社の株式を集約化し、当該事業を承継
しようとする方
3.事業承継を実施した後、議決権株式の取得資
金、事業用資産の取得資金又は相続税・贈与
税の納税資金等を必要とする方（代表者個人に
よる借入も可能）
4.M&A等による事業承継をこれから実施するた
め、事業継続が困難な事業者の株式や事業用
資産等の取得資金を必要とする方
5.EBO（従業員による買収）等による事業承継を
これから実施するため、事業継続が困難な事業
者の株式や事業用資産等の取得資金を必要と
する方（事業を営んでいない個人に限る）
6.横浜市信用保証協会、ＩＤＥＣ横浜、取扱金融
機関又はその他認定経営革新等支援機関の支
援を受け、事業承継を10年以内に行う事業承継
計画を策定し、計画の実行に取り組む方
7.被後継者から事業を引き継いで3年を経過し
ていない方
※３、４、５の利用にあたっては、中小企業経営
承継円滑化法に基づく認定が必要です。

①運転・設備
②2億8,000万円
③取扱金融機関の所定利率
④運転資金10年以内、設備資金15年以内（据
置12か月以内、ただし、融資対象２・４は据置18
か月以内を含む）
⑤融資対象１～４、６、７0.315～1.620％（融資額
5,000万円を上限に1/10助成）
融資対象５0.945％（融資額5,000万円を上限に
1/10助成
※いずれも保証料率は横浜市信用保証協会に
よる
保証料割引適用後の料率（融資額5,000万円を
上限）

【一定の財務要件を満たす場合に経営者保証不要】
次の１～４に該当し、かつ５に該当する法人
1.事業承継をこれから３年以内に実施する事業承継計
画を有する方
2.事業承継を既に実施（令和２年１月１日～申込時点）
し、３年を経過していない方
3.事業承継をこれから３年以内に実施する事業承継計
画を有し、既存の借入からの借換を行う方
4.M&A等による事業承継をこれから実施するため、事
業継続が困難な事業者の株式や事業用資産等の取得
資金を必要とする方
5.次の(1)～(4)までに定める全ての要件を満たす方
(1)資産超過であること
(2)EBITDA有利子負債倍率(（借入金・社債－現預金）
÷（営業利益＋減価償却費）)が10倍以内であること
(3)法人と経営者の分離がなされていること
(4)返済緩和している借入金がないこと
※ (1)～(3)は直近決算時、(4)は申込日において満たし
ていることが必要
※３、４の利用にあたっては、中小企業経営承継円滑
化法に基づく認定が必要です。

[お申込窓口]
取扱金融機関
［融資の内容について］
経済局 金融課

TEL：045-671-2592

[事業承継に関するご相談]
ＩＤＥＣ横浜
承継相談窓口

TEL：045-225-3711
[認定窓口]
神奈川県事業承継・引継ぎ支援セン
ター

TEL：045-633-5061
[お申込窓口]
取扱金融機関
①運転・設備
※申込金融機関との与信取引があることが必要となり
ます。
※個人保証付の既存の借入（プロパー融資含む）から
の借換も可能です。（ただし、融資対象２の方は、事業
承継前における個人保証付の既存の借入（プロパー融
資含む）からの借換のみ可）
②2億8,000万円
③取扱金融機関の所定利率
④運転資金10年以内、設備資金10年以内（据置12か
月以内を含む）
⑤【経営者保証コーディネーター※による確認を受けた
場合】
0.090～0.945％（融資額5,000万円を上限に1/10助成）
【経営者保証コーディネーターによる確認を受けていな
い場合】
0.315～1.620％（融資額5,000万円を上限に1/10助成）
※いずれも保証料率は横浜市信用保証協会による
保証料割引適用後の料率（融資額5,000万円を上限）

[融資の内容について]
経済局 金融課

TEL：045-671-2592

※経営者保証コーディネーターとは、経営者保証に関
する専門家です。神奈川県の場合、神奈川県事業承
継・引継ぎ支援センターに常駐しています。

①運転
②輸出資金1件あたり、7,000万円
（公社）横浜貿易協会
横浜市内に１年以上主たる営業所を有する 輸入資金1件あたり、1億円
倉庫・港湾運輸資金、国際入札保証資金1件
貿易関係企業
TEL：045-211-0282
あたり、5,000万円
③固定金利：1.7％以内
④2か月以内～1年以内
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3 経営支援
事業承継・Ｍ＆Ａ支援
施策・事業名

対象

事業承継相談窓口
事業承継セミナー

セミナー・交
中小企業 流会
小規模企業
セミナー・交
流会

後継者・後継候補者支援

概 要

項目
相談・専門家
派遣

「横浜次世代経営者塾」

お問合せ先

事業承継やＭ＆Ａ等による事業の継続について訪問相談を行い
ます（１社３回まで無料）。
事業承継・Ｍ＆Ａに関する普及・啓発、情報提供等を行います。
開催時期等はお問い合わせください。

ＩＤＥＣ横浜
経営支援担当

TEL：045-225-3714
（経済局 中小企業振興課）

後継者や後継候補者等を対象として、実践的な会社経営等につ
いて学ぶ連続講座「横浜次世代経営者塾」を行います。開催時期
等はお問い合わせください。

人材確保・人材育成支援
施策・事業名

合同就職面接会等

横浜市就職サポート
センター事業

就職氷河期世代
就職支援プログラム

対象

相談・専門家
大企業
中小企業 派遣、セミ
小規模企業 ナー・交流会

大企業
相談・専門家
中小企業 派遣、セミ
小規模企業 ナー・交流会

中小企業 セミナー・交
小規模企業 流会

ものづくり人材育成支援

中小企業 その他
小規模企業

中小企業人材確保支援事業
中小企業 セミナー・交
小規模企業 流会

めっき技能士育成
中核技術者育成

大学等と連携した
イノベーション人材育成

概 要

項目

セミナー・交
大企業
中小企業 流会
小規模企業

その他
大企業
中小企業
小規模企業

お問合せ先
経済局 雇用労働課

来春卒業予定の大学生や一般の方を対象とした対面式の「合同
TEL：045-671-2343
就職面接会」等を実施しています。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。
市内の求職者のための総合案内窓口として、個別相談や就職支 横浜市就職サポートセンター
援セミナー、市内中小企業等でのインターンシッププログラムな TEL：0120-915-574
ど、求職者の必要性に応じて支援メニューを組み合わせて提供す
（経済局 雇用労働課）
ることで、効果的な就職支援を行っています。
いわゆる就職氷河期世代の方のうち、正規雇用を希望しながら、 横浜市就職氷河期世代就職支援事
非正規雇用として働く求職者の方などを対象として、個別相談や 務局
就職に役立つ研修の実施、合同就職面接会の開催等による、就 TEL：0120-910-112
職相談から就職後の定着支援までの一貫した伴走型支援を実施
（経済局 雇用労働課）
しています。
中小製造業の魅力を発信して若者の関心を高め、若年層を中心 (一社)横浜市工業会連合会
とした人材の確保につなげるため、一般社団法人横浜市工業会 TEL：045-671-7051
連合会と連携し、工業技術見本市「テクニカルショウヨコハマ」へ
経済局 ものづくり支援課
の高校生の招待等を行います。
TEL：045-671-4681
※今後、開催が中止となる場合があります。
多くの求職者が登録している就職情報サイトへの求人掲載支援
などを実施します。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。

経済局 ものづくり支援課

TEL：045-671-4681

・先端技術に必要なめっき技能士を育成するため、関係団体と連
携して学科講習会や実技講習会を実施しています。
横浜市工業技術支援センター
・ものづくり現場を支える中核技術者を育成するため、企業や関
TEL：045-788-9000
係団体等と連携して研修やセミナーなどを実施しています。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。
・大学等の連携により、起業や新ビジネス創出に向けた意識醸成 経済局 新産業創造課
～起業・事業化の実践まで、各フェーズで必要となる考え方や知
TEL：045-671-3487
識を習得するための講座情報を提供します。

設備投資支援
施策・事業名

対象

中小企業設備投資等助成金

中小企業デジタル化推進
支援事業

中小企業 助成・補助
小規模企業

小規模企業 助成・補助
個人事業主

小規模事業者設備投資助成

概 要

項目

中小企業 助成・補助
小規模企業

お問合せ先

市内中小企業者が生産性の向上のために行う設備等の導入費
用を助成します。助成対象となる設備は、CO２削減等に資する生 経済局 ものづくり支援課
TEL：045-671-4681
産、販売活動の用に直接供される設備です。
＜助成率＞10～30％ ＜助成限度額＞800万円
※申請期間がありますので、詳しくはＨＰをご確認ください。
経済局 ものづくり支援課

中小企業のデジタル化を後押しするため、専門家派遣を行うとと TEL：045-671-4681
もに、設備導入に係る経費を助成します。
小規模事業者（個人事業主を含む）が生産性向上のために行う、 経済局 ものづくり支援課
新たな設備等の導入にかかる費用の1/2（最大10万円）を助成し TEL：045-671-4681
ます。製造業、建設業、小売・卸売業、飲食店など全ての小規模
事業者がご利用いただけます。
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多様で柔軟な働き方の推進
施策・事業名

対象

概 要

項目

中小企業 セミナー・交
小規模企業 流会

多様で柔軟な働き方推進事業

お問合せ先

多様で柔軟な働き方に取り組もうとする市内中小企業に向けて、 経済局 中小企業振興課
効果的なテレワークの実施方法や女性活躍推進等のセミナーを
TEL：045-671-4236
開催します。

海外ビジネス支援
施策・事業名

対象

概 要

項目

中小企業 その他
小規模企業

中小企業海外市場開拓支援事業
中小企業 補助・助成
小規模企業

海外進出支援事業
（F/S調査に対する助成）
中小企業 補助・助成
小規模企業

海外展開助成事業
中小企業 その他
小規模企業

海外展開への技術的支援

お問合せ先

支援対象企業を公募し、輸出アドバイスなど海外市場開拓の着
手から商談実施まで一貫した支援を実施します。
※受付・申請期間等があります。詳しくはお問合せください。
市内中小企業等の海外現地法人設立等を支援するため、国際ビ
ジネスに精通した専門家が海外進出計画（F/S）の策定を支援し ＩＤＥＣ横浜
ます。また、調査委託費や通訳費など、F/S経費の2/3（最大50万 国際ビジネス支援担当
TEL：045-225-3730
円）を助成します。
※受付・申請期間等があります。詳しくはお問合せください。
（経済局 国際ビジネス課）
販路開拓等の海外展開を目指す市内中小企業に、海外で開催さ
れる展示商談会（オンライン含む）関連、市場調査、パンフレット
やWEBなど広報物の多言語化など海外展開に要する経費の1/2
（最大20万円）を助成します。
※受付・申請期間等があります。詳しくはお問合せください。
広域首都圏の公設試験研究機関（東京都、茨城県、栃木県、群
馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静
岡県、横浜市）が連携して実施する中小企業のための海外展開 横浜市工業技術支援センター
支援サービスです。
TEL：045-788-9000
国際規格や海外の製品規格、外国特許出願などに関する相談や
情報提供、海外の製品規格に適合した評価試験などの技術的な
支援を行います。

新製品開発・販路開拓支援
施策・事業名

製造業受発注相談
中小企業新技術・新製品開発
促進助成

対象

概 要

項目

中小企業 相談・専門家
小規模企業 派遣

中小企業 補助・助成
小規模企業

中小企業 その他
小規模企業

販路開拓支援事業
（本市トライアル発注）
中小企業 相談・専門家
小規模企業 派遣

ものづくり
コーディネート事業
中小企業 情報提供
小規模企業

横浜市場直送店登録制度

お問合せ先
(一社)横浜市工業会連合会

市内中小製造業向け受発注マッチングサイト「横浜ネットワークプ
ラス」を活用した受注相談をお受けします。あわせて、受発注機会 TEL：045-671-7051
の拡大をはかるため商談会を開催します。
（経済局 ものづくり支援課）
新技術・新製品開発を行う市内中小企業に対し、新製品等の研
経済局 ものづくり支援課
究開発に取り組むために必要な経費を助成します。
※受付・申請期間等がありますので、詳しくはＨＰをご確認くださ TEL：045-671-4681
い。
優れた商品を生産又は保有する市内中小企業を販路開拓支援
の対象事業者として、市政での活用が見込まれる新商品の認定
を行います。本市の行政現場で試用希望があり価格等の条件が 経済局 ものづくり支援課
一致した場合に、市で試験的に購入し、試用・評価します。
TEL：045-671-4681
※購入を約束するものではありません
※受付・申請期間等がありますので、詳しくはＨＰをご確認くださ
い。
技術知識や営業経験の豊富な企業ＯＢを『ものづくりコーディネー ＩＤＥＣ横浜
ター』として、市内中小企業等に派遣します。中小企業が持つ優 イノベーション支援担当
れた技術・製品を発掘し、課題等を把握しながら企業や大学等の TEL：045-225-3733
最適なビジネスパートナーに結びつけるなど、中小企業の販路開
（経済局 ものづくり支援課）
拓の支援や技術連携を促進します。
中央卸売市場

横浜市中央卸売市場から仕入をしている飲食店・小売店を「横浜 本場経営支援課
市場直送店」として登録し、登録証やステッカーを配付するととも TEL：045-459-3337
に、横浜市ホームページ等で店舗紹介をすることで市民事業者等 食肉市場運営課
へPRを行います。
TEL：045-511-0446

知的財産活用支援
施策・事業名

対象

横浜知財みらい企業支援事業

知的財産活動助成

概 要

項目

中小企業 その他
小規模企業

中小企業 補助・助成
小規模企業

お問合せ先
ＩＤＥＣ横浜
イノベーション支援担当

独自の技術やノウハウ等の知的財産を活かした経営に取り組む
企業を『横浜知財みらい企業』として認定し、知的財産取得等に係
TEL：045-225-3733
る費用の助成や融資の優遇等、成長・発展を支援します。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。
（経済局 ものづくり支援課）
知的財産への取組を市内中小企業に普及させるため、取組意欲 経済局 ものづくり支援課
の高い企業に対して知的財産取得等に係る費用を助成します。 TEL：045-671-4681
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。

製造業支援
施策・事業名

対象

ものづくり魅力発信助成金

概 要

項目

中小企業 補助・助成
小規模企業

お問合せ先

市内中小製造業者のものづくりに対する住民の理解促進並びに
児童・生徒を対象とした将来のものづくり人材の育成等を図るた 経済局 ものづくり支援課
めに実施する取組に対し、その活動経費の一部を助成します。 TEL：045-671-4681
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。
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技術・デザイン支援
施策・事業名

対象

概 要

項目

中小企業
相談・専門家
小規模企業 派遣

技術相談

お問合せ先
ＩＤＥＣ横浜
イノベーション支援担当

市内中小企業の新製品・新技術の開発等について、豊富な知識
と経験を有する技術アドバイザーが企業を訪問し技術アドバイス TEL：045-225-3733
を行います（年３回まで無料）。
（経済局 ものづくり支援課）

中小企業 相談・専門家
小規模企業 派遣

中小・小規模企業の生産性向上に向け、IT・IoTなど、デジタル技 ＩＤＥＣ横浜
イノベーション支援担当
術を活用した、現場の見える化・設備の効率的な稼働に向けて、
IT・IoTに詳しい専門家が直接企業を訪問し、改善提案を行います TEL：045-225-3733
（年３回まで無料）。
（経済局 ものづくり支援課）

中小企業 相談・専門家
小規模企業 派遣

技術知識や営業経験の豊富な企業ＯＢを『ものづくりコーディネー ＩＤＥＣ横浜
ター』として、市内中小企業等に派遣します。中小企業が持つ優 イノベーション支援担当
れた技術・製品を発掘し、課題等を把握しながら企業や大学等の TEL：045-225-3733
最適なビジネスパートナーに結びつけるなど、中小企業の販路開
（経済局 ものづくり支援課）
拓の支援や技術連携を促進します。
市内中小企業を対象に、工業技術支援センターのデザイナーが
企業を訪問し、会社概要や製品パンフレット、ホームページ、製品 横浜市工業技術支援センター
デザイン等様々な分野に関するデザイン面のアドバイスを行いま TEL：045-788-9000
す。
企業の技術力向上、製品開発等の支援のため、各種試験分析を
行い、一部の項目については依頼者測定用に機器利用が可能で 横浜市工業技術支援センター
す（有料）。また、３D-CADデータの作成から造形作業まで一貫し
TEL：045-788-9002/9004
た支援を行うほか（有料）、市内出力サービス事業者に関する情
報を提供し、３D技術の活用を支援します。

中小企業デジタル化相談事業

ものづくり
コーディネート事業
デザイン相談
（産業デザイン支援）

試験分析

中小企業 相談・専門家
小規模企業 派遣

大企業
相談・専門家
中小企業 派遣
小規模企業

中小企業 その他
小規模企業

デザイン産学連携プログラム

新たな商品展開を考えている市内中小企業がテーマを提示し、デ
ザイン系教育機関の学生が自らの感性を活かして商品企画やデ 横浜市工業技術支援センター
ザイン等の提案に取り組むプログラムをとおして、デザイン活用を TEL：045-788-9000
支援します。

福利厚生支援
施策・事業名

横浜市勤労者福祉共済制度
（ハマふれんど）

対象

概 要

項目

中小企業 その他
小規模企業

お問合せ先
ハマふれんど事務室

横浜市内にある従業員300人以下の事業所を対象とした、有料の
福利厚生事業です。低廉な掛金で充実した福利厚生サービスを TEL：045-662-4435
提供しています。
（経済局 雇用労働課）

4 横浜への進出・開業
横浜への進出・移転（本社・事務所・工場等）
施策・事業名

横浜への進出・立地に関する
情報・支援
企業立地促進条例に
基づく助成
【固定資産を取得する場合】

対象

補助・助成
大企業
中小企業
小規模企業
大企業

企業立地促進条例に基づく法人 中小企業
市民税（法人税割額）の軽減
【テナントとして本社等を
設置する場合】
成長産業を営む企業の横浜
への進出等に対する助成

概 要

項目

相談・専門家
大企業
中小企業 派遣
小規模企業

事業者の皆様に横浜立地のメリットをご紹介します。（ビジネス環
境、 産業集積、主なビジネスエリア、助成・融資制度、土地情報、
立地企業紹介など）
市内の特定地域等において一定の条件（事業内容、投下資本額
等）を満たす事業計画を実施する事業者に対して、助成金（最大
50億円）を交付します。

補助・助成

補助・助成
大企業
中小企業
小規模企業

お問合せ先

経済局 企業誘致・立地課

市内の特定地域において一定の条件（対象となる機能・従業者数 TEL：045-671-2594
等）を満たす事業計画を実施する事業者に対して、法人市民税
（法人税割額）（最大5億円）を軽減します。
IT、環境・エネルギー、健康・医療、MICE、製造業等の本市が指
定する成長分野の企業等が、①市内へ初進出する場合、②研究
開発機能を市内で拡張・移転する場合、助成金（上限あり）を交付
します。
【申請期間】令和４年４月１日～12月28日
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新規開業（創業）・スタートアップ支援
施策・事業名

対象

概 要

項目

中小企業 セミナー・交
小規模企業 流会

お問合せ先
ＩＤＥＣ横浜
経営支援担当

横浜市内で創業予定・創業後まもない方を対象に創業や経営支
TEL：045-225-3711
援に関するセミナーを開催します（一部有料）。

創業セミナー

（経済局 新産業創造課）

創業促進助成金
Webサイト
「スタートアップポートヨコハマ」

中小企業 補助・助成
小規模企業

中小企業 情報提供
小規模企業

中小企業 その他
小規模企業

女性専用シェアオフィス
「F-SUSよこはま」
中小企業 その他
小規模企業

輝く女性起業家
プロモーション事業

YOXOアクセラレーター
プログラム
YOXOスタートアップ
創業支援プログラム

中小企業 相談・専門家
小規模企業 派遣

中小企業 その他
小規模企業

中小企業 その他
小規模企業

横浜ベンチャーピッチ

主に市内で創業する方を対象に、創業時に必要となる経費の一
部を助成します。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。
Webサイト「スタートアップポートヨコハマ」等により、創業・スタート
アップ支援に関連する施策やイベント情報等を発信します。

経済局 新産業創造課
TEL：045-671-3487

横浜で起業し、ビジネスのさらなる成長・発展を志す女性起業家 ＩＤＥＣ横浜
のためにシェアオフィス「F-SUSよこはま」を提供します。成長を体 F-SUSよこはま事務局
系的にバックアップするプログラムをベースに、 インキュベーショ TEL：045-225-3714
ンマネージャーによる個別支援等を 実施します。
（経済局 新産業創造課）
※入居には審査があります。詳しくはHPをご覧ください。
市内の百貨店等と連携し、注目度の高い場での商品販売等を通
じて、女性起業家の事業をプロ―モーションします。また、事前に 経済局 新産業創造課
百貨店バイヤー等に向けた女性起業家の商品や事業の展示会
TEL：045-671-3487
を開催し、販路開拓に向けたマッチングの場を提供します。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。
スタートアップのビジネスの成長・発展に向けて、専門家によるメ 経済局 新産業創造課
ンタリングや事業会社とのマッチング等のサポートなどを実施しま TEL：045-671-3487
す。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。
スタートアップの立ち上げを目指す方等を対象に、起業やイノベー 経済局 新産業創造課
ションの基礎知識、ビジネスプランの作成などをスクール形式で TEL：045-671-3487
実施します。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。
事業の拡大を目指すスタートアップを対象に、ベンチャーキャピタ
ルや事業会社等のビジネスパートナーを発掘するプレゼンテー 経済局 新産業創造課
TEL：045-671-3487
ションの場を提供します。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。

5 商業振興
商店街を対象とした支援
施策・事業名

横浜市商店街プレミア
ム付商品券支援事業
商店街組織持続化
支援事業
商店街環境整備
支援事業
ソフト支援事業

商店街
活性化の
ための
補助金

イベント助成事業
空き店舗活用事業
安全・安心な商店街
づくり事業
社会課題チャレンジ
事業

対象

商店街が実施する、組織体制強化のための経営相談や調査委
託、ICT機器レンタル等に係る経費を補助します。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。

中小企業 補助・助成
小規模企業

商店街が実施する、街路灯やアーケードなど、買い物環境の充実
を図る施設の整備等に係る経費を補助します。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。
商店街等が実施する、ウェブページや商店街マップの作成、訪日
外国人向け広報物作成など、ソフト事業に係る経費を補助しま
す。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。
商店街等が実施する、商店街の活性化を図るイベント経費を補助
します。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。

中小企業 補助・助成
小規模企業

中小企業 補助・助成
小規模企業

中小企業 補助・助成
小規模企業
個人事業主

商店街の空き店舗を活用して開業するなど、商店街の空き店舗
対策に寄与する取組に係る経費を補助します。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。

中小企業 補助・助成
小規模企業

防犯パトロール等を実施している商店街に対し、商店街が所有す
る街路灯等の電気料金等を補助します。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。

中小企業 補助・助成
小規模企業

小規模企業

中小企業 補助・助成
小規模企業
個人事業主

お問合せ先

商店街が実施する、紙又は電子によるプレミアム付商品券の発
行に係る経費を補助します。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。

中小企業 補助・助成
小規模企業

小規模事業者店舗改修 (商店街とは
限らない)
助成事業
個店の活力向上事業

概 要

項目

中小企業 補助・助成
小規模企業

子育て世代の支援、宅配、脱炭素化など、商店街による地域・社
会課題の解決を目指す取組に係る経費を補助します。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。
業務改善を目的として、小規模事業者が行う店舗改修を支援しま
す。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。
商店街の店舗で業態・業種変更等、活力向上につながる事業や
生産性向上等のための設備投資を実施する事業者に対し、経費
を補助します。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。

※個店の経営相談はワンストップ経営相談をご利用ください。
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経済局 商業振興課

TEL：045-671-3488

6 その他の情報
研究開発支援
施策・事業名

中小企業新技術・新製品開発
促進助成

対象

大企業
その他
中小企業
小規模企業

『デジタルヘルスケアサポート拠点』を活用し、『Ｉ・ＴＯＰ横浜』・『ＬＩ
Ｐ．横浜』会員間での交流・連携の促進、医療機関、高齢者施設
やスポーツ施設等との連携による実証フィールドの提供、ＩＤＥＣ
横浜や木原記念横浜生命科学振興財団と協働した伴走支援等を ＩＤＥＣ横浜
通じて、中小企業・スタートアップの参入促進や新たな製品・サー TEL：045-225-3733
経済局 産業連携推進課
ビスの創出に向けた支援を行います。
TEL：045-671-4600
健康・医療分野等における医療機器開発等に取り組む、ものづく
り・IT関連企業に対し、研究開発の推進・販路の拡大等を支援し
ます。

その他
大企業
中小企業
小規模企業

The Springboard™ Program in
Yokohama（ザ スプリングボード
プログラム イン ヨコハマ）

経済局 ものづくり支援課

TEL：045-671-4681

中小企業 補助・助成
小規模企業

横浜市内の中小企業、大学、研究機関等が実施する、健康・医療
分野の研究成果やアイディア等の事業化を目指した研究開発事
業に対して助成を行います。
※申請期間がありますので、HPをご確認ください。

中小企業 その他
小規模企業

横浜ライフイノベーションプラットフォームの取組として、健康・医 財団
療分野の事業を行う市内中小企業・スタートアップに対し、大企 TEL：045-502-4810
業・大学等とのマッチング、個別訪問、個別相談、各種セミナーの
実施など、ニーズに応じた支援を行います。
経済局 産業連携推進課
TEL：045-671-4600
米国サンディエゴの起業家支援組織「CONNECT(コネクト）」と連
携してライフサイエンス分野の中小企業・スタートアップを育成・支
援するアクセラレーションプログラムです。
※申請期間がありますので、HPをご確認ください。

LIP.横浜トライアル助成

LIP.横浜 中小企業・
スタートアップ等支援事業

お問合せ先

新技術・新製品開発を行う市内中小企業に対し、新製品等の研
究開発に取り組むために必要な経費を助成します。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。

ヘルスケアビジネス推進事業

横浜医工連携プロジェクト

概 要

項目

中小企業 補助・助成
小規模企業

中小企業 その他
小規模企業

(公財)木原記念横浜生命科学振興

展示会・商談会
施策・事業名

工業技術見本市
（テクニカルショウヨコハマ）

工業技術見本市
（テクニカルショウヨコハマ）
横浜ものづくりゾーン
工業技術見本市
（テクニカルショウヨコハマ）
Ｉ▫ＴＯＰ横浜ゾーン

BioJapan（バイオジャパン）

対象

概 要

項目

お問合せ先

セミナー・交
大企業
中小企業 流会
小規模企業

新技術・新製品発表の場、新規顧客獲得や具体的な商談の場、 (公財)神奈川産業振興センター
活発な技術交流や情報収集・交換の場として、工業技術見本市 TEL：045-633-5170
(一社)横浜市工業会連合会
「テクニカルショウヨコハマ」を開催します。
TEL：045-671-7051
（開催期間：令和５年２月上旬頃）
※出展に関して受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確 経済局 ものづくり支援課
TEL：045-671-4681
認ください。

中小企業 セミナー・交
小規模企業 流会

市内中小企業の成長と発展を応援するため、集合出展を行いま
す。通常出展よりも安価で出展ができます。
経済局 ものづくり支援課
（開催期間：令和５年２月上旬頃）
TEL：045-671-4681
※出展に関して受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確
認ください。
Ｉ▫ＴＯＰ横浜に参画する企業・団体から、製造業向けの生産性向上
に寄与する製品を開発している企業・団体が出展します。通常出
展よりも安価で出展ができます （開催期間：令和５年２月中旬～ 経済局 産業連携推進課
下旬頃）。
TEL：045-671-4600
※出展に関して受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確
認ください。
毎年10月にパシフィコ横浜で開催されるバイオビジネスにおける
アジア最大級のパートナリングイベントで、「横浜・川崎パビリオ 経済局 産業連携推進課
ン」への出展を支援します。
TEL：045-671-4600
【委託先】(公財)木原記念横浜生命科学振興財団
【募集期間】令和４年５月～６月上旬

セミナー・交
大企業
中小企業 流会
小規模企業

セミナー・交
大企業
中小企業 流会
小規模企業

事業活動に役立つ認定・表彰制度
施策・事業名

地域に根ざした
CSR活動の認定
【横浜型地域貢献企業】
経営に貢献する
知的財産活動の認定
【横浜知財みらい企業】
横浜ビジネスグランプリ
～YOXOアワード～

対象

概 要

項目

その他
大企業
中小企業
小規模企業

お問合せ先
ＩＤＥＣ横浜
経営支援担当

地域を意識し、本業などを通じて、社会・地域貢献活動を行う市内
TEL：045-225-3714
事業者を認定し、持続的成長を支援します。
（経済局 中小企業振興課）

中小企業 その他
小規模企業

中小企業 その他
小規模企業

独自の技術やノウハウ等の知的財産を活かした経営に取り組む ＩＤＥＣ横浜
イノベーション支援担当
企業を『横浜知財みらい企業』として認定し、知的財産取得等に係
TEL：045-225-3733
る費用の助成や融資の優遇等、成長・発展を支援します。
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。
（経済局 ものづくり支援課）
ＩＤＥＣ横浜

横浜市内の起業や新規事業展開に挑戦する優れたビジネスプラ 経営支援担当
ン等を表彰します。
TEL：045-225-3714
※受付・申請期間等があります。詳しくはHPをご確認ください。
（経済局 新産業創造課）

―

その他

優れた技能職者の選定
【横浜マイスター】
健康経営を推進する
事業所の認証
【横浜健康経営認証制度】

市民の生活・文化に寄与する優れた技能職者を「横浜マイス
ター」として選定しています。
その他
大企業
中小企業
小規模企業

経済局 雇用労働課

TEL：045-671-4098

企業が従業員等の健康増進に積極的に取り組む「健康経営」を 経済局 中小企業振興課
幅広く普及するため、健康経営に取り組む事業所を、横浜健康経
TEL：045-671-4236
営認証事業所として認証します。
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法令（法律・条例・規則等）に関わる届出等
施策・事業名

概 要
「大規模小売店舗立地法」に基づき、大規模な小売店舗(店舗面積1,000㎡超)

大規模小売店舗立地法に関する届出制度 の出店や変更等を行う際に必要な届出です。

工場立地法に関する届出制度

お問合せ先
経済局 商業振興課

TEL：045-671-3488

敷地面積9,000㎡以上又は建築面積3,000㎡以上の製造業等に係る工場又は 経済局 企業誘致・立地課
事業場の新設、変更等を行う際に必要な届出です。
TEL：045-671-3485

経済局 ものづくり支援課
工業地域等共同住宅建築指導基準の 都市計画法に定められた工業地域、準工業地域において、500㎡以上の敷地
面積に共同住宅等を建築する際に、建築主に周辺工場と協定締結に向けた
TEL：045-671-4681
届出制度
手続きをお願いしています。
建築局 企画課

工業集積地域における土地取引の
事前届出制度
はかりの定期検査制度

事業協同組合設立認可等

市内工業集積地域において5,000㎡以上の土地の取引を行う場合には事前
の届出をお願いしています。

TEL：045-671-3655
経済局 企業誘致・立地課

TEL：045-671-3485

計量法に基づき、事業者が取引・証明にはかり（質量計）を使用する場合、定 経済局 消費経済課計量検査所
TEL：045-671-2587
期検査を受ける必要があります。
事業協同組合、企業組合、協業組合、商店街振興組合の設立、および設立 経済局 中小企業振興課
後の定款変更には認可が必要です。また、決算関係書類や役員変更届の提
TEL：045-671-4236
出も必要です。
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横浜市役所へのアクセス
【住所】
〒231-0005 横浜市中区本町６丁目50番地の10
電車
・みなとみらい線「馬車道」駅
下車、１C出入口直結
・ＪＲ「桜木町」駅下車、「新
南口（市役所口）」から約200
メートル、徒歩約3分
・市営地下鉄「桜木町」駅下
車、「1口」から約200メートル
、徒歩約3分
・最寄りのバス停「横浜市役
所前」「横浜市役所北プラザ
」

公益財団法人 横浜企業経営支援財団（IDEC横浜）相談場所・アクセス

【相談場所】
IDEC横浜（（公財）横浜企業経営支援財団）
（横浜市中区日本大通11番地 横浜情報文化センター７階）
または
ZOOM
（ZOOMをご希望の場合、２営業日前までに予約してください。
電車
・JR「関内駅」南口 徒
歩10分
・横浜市営地下鉄「関
内駅」1番出口 徒歩10
分
・みなとみらい線「日
本大通り駅」3番情文
センター口 直結
バス
・市営バス 「日本大通
り駅 県庁前」バス停
徒歩1分
・横浜駅東口バスター
ミナルから8・58 系統
乗車15分
・桜木町駅バスターミ
ナルから8・20・21・58・
158系統乗車10分

令和４年度版 事業者の皆様向け支援施策ガイド
編集・発行
横浜市経済局企画調整課 2022年４月発行
電話：045-671-2566 FAX：045-661-0692

