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～索引～ 
都道府県 よろず支援拠点実施機関 電話番号 住所

北海道 （公財）北海道中小企業総合支援センター 011-232-2407 北海道札幌市中央区北1条西2丁目　北海道経済センタービル9階

青森県 （公財）２１あおもり産業総合支援センター 017-721-3787 青森県青森市新町2-4-1　青森県共同ビル7階

岩手県 （公財）いわて産業振興センター 019-631-3826 岩手県盛岡市北飯岡2-4-26　岩手県先端科学技術研究センター2階

宮城県 宮城県商工会連合会 022-225-8751 宮城県仙台市青葉区上杉1-14-2　宮城県商工振興センター2階

秋田県 （公財）あきた企業活性化センター 018-860-5605 秋田県秋田市山王三丁目1-1

山形県 （公財）山形県企業振興公社 023-647-0708 山形県山形市城南町一丁目１番１号　霞城セントラル１３階

福島県 （公財）福島県産業振興センター 024-954-4161 福島県郡山市清水台1-3-8　郡山商工会議所会館4階403号室

茨城県 （公財）茨城県中小企業振興公社 029-224-5339 茨城県水戸市桜川2-2-35　茨城県産業会館9階

栃木県 （公財）栃木県産業振興センター 028-670-2618 栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-40

群馬県 （公財）群馬県産業支援機構 027-265-5016 群馬県前橋市亀里町884-1　群馬産業技術センター１階

埼玉県 （公財）埼玉県産業振興公社 0120-973-248 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5　ソニックシティビル10階

千葉県 （公財）千葉県産業振興センター 043-299-2921 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1　WBGマリブイースト23階

東京都 （一社）東京都信用金庫協会 03-6205-4728 東京都港区新橋1-18-6　共栄火災ビル1階

神奈川県 （公財）神奈川産業振興センター 045-633-5071 神奈川県横浜市中区尾上町5-80

新潟県 （公財）にいがた産業創造機構 025-246-0058 新潟県新潟市中央区万代島5番1号　万代島ビル10階

山梨県 （公財）やまなし産業支援機構 055-243-0650 山梨県甲府市大津町2192-8

長野県 （公財）長野県中小企業振興センター 026-227-5875 長野県長野市若里1-18-1　長野県工業技術総合センター３階

静岡県 静岡商工会議所 054-253-5117 静岡県静岡市葵区黒金町20-8　静岡商工会議所内

愛知県 （公財）あいち産業振興機構 052-715-3188 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目4番38号
愛知県産業労働センター(ウインクあいち)14階

岐阜県 （公財）岐阜県産業経済振興センター 058-277-1088 岐阜県岐阜市薮田南5-14-53
             ふれあい福寿会館10階(県民ふれあい会館)

三重県 （公財）三重県産業支援センター 059-228-3326 三重県津市栄町1丁目891番地　三重県合同ビル5階

富山県 （公財）富山県新世紀産業機構 076-444-5605 富山県富山市高田527　情報ビル1階

石川県 （公財）石川県産業創出支援機構 076-267-6711 石川県金沢市鞍月2丁目20番地
  　　  　石川県地場産業振興センター新館1階

福井県 （公財）ふくい産業支援センター 0776-67-7402 福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-16
　　ソフトパークふくい　福井県産業情報センタービル3階

滋賀県 （公財）滋賀県産業支援プラザ 077-511-1425 滋賀県大津市打出浜2-1　コラボしが21 2階

京都府 （公財）京都産業２１ 075-315-8660 京都府京都市下京区中堂寺南町134　京都府産業支援センター内

大阪府 （公財）大阪産業振興機構 06-6947-4375 大阪府大阪市中央区本町橋2ｰ5　マイドームおおさか7階

兵庫県 （公財）ひょうご産業活性化センター 078-977-9085 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-8-4　神戸市産業振興センター1階

奈良県 （公財）奈良県地域産業振興センター 0742-81-3840 奈良県奈良市柏木町129-1　奈良県産業振興総合センター3階

和歌山県 （公財）わかやま産業振興財団 073-433-3100 和歌山県和歌山市本町二丁目1番地　フォルテワジマ6階

鳥取県 鳥取県商工会連合会 0857－30－5780 鳥取県鳥取市湖山町東4丁目100番地

島根県 （公財）しまね産業振興財団 0852-60-5103 島根県松江市北陵町1番地　テクノアークしまね内

岡山県 （公財）岡山県産業振興財団 086-286-9667 岡山県岡山市北区芳賀5301　テクノサポート岡山１階

広島県 （公財）ひろしま産業振興機構 082-240-7706 広島県広島市中区千田町3-7-47　広島県情報プラザ

山口県 （公財）やまぐち産業振興財団 083-922-3700 山口県山口市熊野町1-10　NPYビル10階

徳島県 （公財）とくしま産業振興機構 088-654-0103 徳島県徳島市南末広町5番地8-8　徳島経済産業会館2階

香川県 （公財）かがわ産業支援財団 087-868-6090 香川県高松市林町2217-15　香川産業頭脳化センタービル2階

愛媛県 （公財）えひめ産業振興財団 089-960-1131 愛媛県松山市久米窪田町337-1　テクノプラザ愛媛本館内

高知県 （公財）高知県産業振興センター 088-846-0175 高知県高知市布師田3992-2　高知県中小企業会館５F

福岡県 （公財）福岡県中小企業振興センター 092-622-7809 福岡県福岡市博多区吉塚本町9番15号　福岡県中小企業振興センター
ビル６F

佐賀県 （公財）佐賀県地域産業支援センター 0952-34-4433 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114
　　　　　　　　　（公財）佐賀県地域産業支援センター内

長崎県 長崎県商工会連合会 095-828-1462 長崎県長崎市桜町4-1　長崎商工会館9階

熊本県 （公財）くまもと産業支援財団 096-286-3355 熊本県上益城郡益城町田原2081番地10

大分県 （公財）大分県産業創造機構 097-537-2837 大分県大分市東春日町17-20　ソフトパークセンタービル

宮崎県 （公財）宮崎県産業振興機構 0985-74-0786 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂16500番地2

鹿児島県 （公財）かごしま産業支援センター 099-219-3740 鹿児島県鹿児島市名山町9番1号　鹿児島県産業会館1F

沖縄県 （公財）沖縄県産業振興公社 098-851-8460 沖縄県那覇市字小禄 1831番地1　沖縄産業支援センター4階

全国 03-5470-1581 東京都港区虎ノ門3-5-1　虎ノ門37森ビル

※最新の情報はよろず支援拠点全国本部のホームページをご覧下さい。

　　　　　　よろず支援拠点

よろず支援拠点　（独立行政法人中小企業基盤整備機構）
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け 
 
経営安定特別相談事業･･･････････････････ 214 
経営革新支援事業･･･････････････････････ 48 
経営改善普及事業･･･････････････････････ 317 
「経営者保証に関するガイドライン」の利用促

進･････････････････････････････････････ 258 
経営承継円滑化法による総合的支援･･･････ 285 
経営承継法による総合的支援･････････････ 285 
経営セーフティ共済･････････････････････ 216 
経営力強化保証制度･････････････････････ 241 
経営力向上計画･････････････････････････ 29 
経営改善サポート保証･･･････････････････ 257 
健康医療ファンド･･･････････････････････ 55 
建設労働者確保育成助成金･･･････････････ 125 
 
こ 
 
公害防止税制･･･････････････････････････275 
公害防止対策関係資金･･･････････････････ 254 
交際費等の損金算入の特例･･･････････････ 263 
公設試験研究機関（公設試）･････････････ 12 
高度化事業（震災対策）･････････････････ 237 
高度化事業･････････････････････････････ 253 
こころの耳･････････････････････････････ 114 
こころほっとライン･････････････････････ 114 
雇調金･････････････････････････････････ 118 
雇用管理改善促進事業･･･････････････････122 
雇用促進税制･･･････････････････････････ 128 
雇用調整助成金･････････････････････････ 118 
 
さ 
 
サービス等生産性向上 IT 導入支援事業････3 
災害関係保証･･･････････････････････････ 236 
災害復旧貸付制度･･･････････････････････ 220 
財形制度･･･････････････････････････････ 151 
再生貸付制度･･･････････････････････････ 85 
再生支援協議会･････････････････････････ 80 
再生支援制度･･･････････････････････････ 87 
再生支援ファンド･･･････････････････････ 84 
再チャレンジ支援融資制度（再挑戦支援資

金）･･･････････････････････････････････ 242 
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業

者支援事業･････････････････････････････ 107 
産業競争力強化法に基づく創業支援･･･････ 24 
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産業復興相談センター・産業復興機構･････ 82 
産業保健総合支援センター事業･･･････････ 113 
 
し 
 
事業再生計画実施関連保証制度（経営改善サポ

ート保証）･････････････････････････････ 257 
事業再生支援制度･･･････････････････････ 87 
事業承継円滑化のための税制措置･････････ 281 
事業承継税制･･･････････････････････････ 281 
事業承継の円滑化のための支援策･････････ 284 
事業承継補助金･････････････････････････ 15 
事業引継ぎ支援事業･････････････････････ 280 
事業引継ぎ支援センター･････････････････ 280 
施設・設備の復旧・整備に対する補助制度･･･213 
持続化補助金･･･････････････････････････ 40 
下請ガイドライン･･･････････････････････ 207 
下請かけこみ寺･････････････････････････ 204 
「下請代金支払遅延等防止法」の規制につい

て･････････････････････････････････････ 205 
下請中小企業・小規模事業者の自立化支援･･202 
下請取引あっせん事業･･･････････････････ 208 
私募債保証制度･････････････････････････ 249 
社会環境対応施設整備資金融資制度（BCP 融

資）･･･････････････････････････････････ 219 
若年技能者人材育成支援等事業（ものづくりマ

イスター制度）･････････････････････････ 148 
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成

金･････････････････････････････････････ 164 
重度障害者等通勤対策助成金･････････････ 162 
受注機会増大のための支援･･･････････････ 211 
受動喫煙防止対策に関する各種支援事業･･･ 110 
受動喫煙防止対策助成金･････････････････ 110 
省エネ・新エネ関連設備等の導入に対する支

援･････････････････････････････････････ 13 
生涯現役起業支援助成金･････････････････ 26 
障害者介助等助成金･････････････････････ 160 
障害者雇用安定奨励金･･･････････････････ 138 
障害者作業施設設置等助成金･････････････ 158 
障害者トライアル雇用･･･････････････････ 157 

障害者福祉施設設置等助成金･････････････ 159 
少額減価償却資産の特例･････････････････ 262 
小規模企業共済制度･････････････････････ 215 
小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融

資）･･･････････････････････････････････ 222 
小規模事業者持続化補助金･･･････････････ 40 
小規模事業者経営発達支援融資制度･･･････ 223 
商業・サービス業・農林水産業活性化税制 278 
商業・サービス競争力強化連携支援事業･･･ 28 
「証券化支援スキーム」を活用した融資制度（Ｃ

ＬＯ融資）･････････････････････････････ 244 
商店街・まちなか集客力向上支援事業･････ 286 
商店街活性化法に基づく支援･････････････ 290 
消費税軽減税率導入に向けた準備の支援･･･ 264 
消費税転嫁対策･････････････････････････ 209 
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための

消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する

特別措置法」について･･･････････････････ 209 
情報セキュリティ対策支援事業（ポータルサイ

ト）･･･････････････････････････････････ 319 
職定金･････････････････････････････････ 120 
職場意識改善助成金（職場環境改善コース）～

中小企業事業主向け～･･･････････････････ 95 
職場意識改善助成金（テレワークコース）～中

小企業事業主向け～･････････････････････ 97 
職場意識改善助成金（所定労働時間短縮コース）

～中小企業事業主向け～･････････････････ 99 
職場意識改善助成金（時間外労働上限設定コー

ス）～中小企業事業主向け～･････････････ 101 
職場意識改善助成金（勤務間インターバル導入

コース）～中小企業事業主向け～･････････ 103 
職場定着支援助成金･････････････････････ 120 
食品の製造過程の管理の高度化に関する支

援･････････････････････････････････････ 310 
食品流通高度化・合理化支援策･･･････････ 309 
職業能力開発サービスセンター･･･････････ 147 
女性、若者／シニア起業家支援資金･･･････ 17 
所得拡大促進税制･･･････････････････････ 268 
ジョブカフェ事業･･･････････････････････ 166 
新規起業事業場就業環境整備事業･････････ 105 
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環境・エネルギー対策資金（公害防止対策関

係）･･･････････････････････････････････ 254 
官公需･････････････････････････････････ 211 
 
き 
 
企業活力強化資金／観光産業等生産性向上資

金･････････････････････････････････････ 291 
企業活力強化資金（ものづくり法認定関

連）･･･････････････････････････････････ 9 
企業再生貸付制度･･･････････････････････ 85 
起業支援ファンド･･･････････････････････ 18 
企業のベンチャー投資促進税制･･･････････ 273 
企業立地促進法関連資金･････････････････ 243 
技術協力活用型・新興国市場開拓事業（研修・

専門家派遣事業）･･･････････････････････ 173 
技術協力活用型・新興国市場開拓事業（国際化

促進インターンシップ事業）･････････････174 
技術研究組合制度･･･････････････････････ 5 
キャリアアップ助成金･･･････････････････ 129 
業種別団体助成金（最低賃金引上げ）･････ 107 
業務改善助成金（最低賃金引上げ）･･･････ 107 
「金融措置による支援」･････････････････ 307 
勤労者財産形成促進制度･････････････････ 151 
 
く 
 
熊本地震特別貸付･･･････････････････････232 
組合制度･･･････････････････････････････ 37 
組合に対する助言、情報提供･････････････ 37 
グループ補助金･････････････････････････ 213 
グローバルニッチトップ（ＧＮＴ）支援貸

付･････････････････････････････････････ 192 
 
け 
 
経営安定特別相談事業･･･････････････････ 214 
経営革新支援事業･･･････････････････････ 48 
経営改善普及事業･･･････････････････････ 317 
「経営者保証に関するガイドライン」の利用促

進･････････････････････････････････････ 258 
経営承継円滑化法による総合的支援･･･････ 285 
経営承継法による総合的支援･････････････ 285 
経営セーフティ共済･････････････････････ 216 
経営力強化保証制度･････････････････････ 241 
経営力向上計画･････････････････････････ 29 
経営改善サポート保証･･･････････････････ 257 
健康医療ファンド･･･････････････････････ 55 
建設労働者確保育成助成金･･･････････････ 125 
 
こ 
 
公害防止税制･･･････････････････････････275 
公害防止対策関係資金･･･････････････････ 254 
交際費等の損金算入の特例･･･････････････ 263 
公設試験研究機関（公設試）･････････････ 12 
高度化事業（震災対策）･････････････････ 237 
高度化事業･････････････････････････････ 253 
こころの耳･････････････････････････････ 114 
こころほっとライン･････････････････････ 114 
雇調金･････････････････････････････････ 118 
雇用管理改善促進事業･･･････････････････122 
雇用促進税制･･･････････････････････････ 128 
雇用調整助成金･････････････････････････ 118 
 
さ 
 
サービス等生産性向上 IT 導入支援事業････3 
災害関係保証･･･････････････････････････ 236 
災害復旧貸付制度･･･････････････････････ 220 
財形制度･･･････････････････････････････ 151 
再生貸付制度･･･････････････････････････ 85 
再生支援協議会･････････････････････････ 80 
再生支援制度･･･････････････････････････ 87 
再生支援ファンド･･･････････････････････ 84 
再チャレンジ支援融資制度（再挑戦支援資

金）･･･････････････････････････････････ 242 
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業

者支援事業･････････････････････････････ 107 
産業競争力強化法に基づく創業支援･･･････ 24 
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産業復興相談センター・産業復興機構･････ 82 
産業保健総合支援センター事業･･･････････ 113 
 
し 
 
事業再生計画実施関連保証制度（経営改善サポ

ート保証）･････････････････････････････ 257 
事業再生支援制度･･･････････････････････ 87 
事業承継円滑化のための税制措置･････････ 281 
事業承継税制･･･････････････････････････ 281 
事業承継の円滑化のための支援策･････････ 284 
事業承継補助金･････････････････････････ 15 
事業引継ぎ支援事業･････････････････････ 280 
事業引継ぎ支援センター･････････････････ 280 
施設・設備の復旧・整備に対する補助制度･･･213 
持続化補助金･･･････････････････････････ 40 
下請ガイドライン･･･････････････････････ 207 
下請かけこみ寺･････････････････････････ 204 
「下請代金支払遅延等防止法」の規制につい

て･････････････････････････････････････ 205 
下請中小企業・小規模事業者の自立化支援･･202 
下請取引あっせん事業･･･････････････････ 208 
私募債保証制度･････････････････････････ 249 
社会環境対応施設整備資金融資制度（BCP 融

資）･･･････････････････････････････････ 219 
若年技能者人材育成支援等事業（ものづくりマ

イスター制度）･････････････････････････ 148 
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成

金･････････････････････････････････････ 164 
重度障害者等通勤対策助成金･････････････ 162 
受注機会増大のための支援･･･････････････ 211 
受動喫煙防止対策に関する各種支援事業･･･ 110 
受動喫煙防止対策助成金･････････････････ 110 
省エネ・新エネ関連設備等の導入に対する支

援･････････････････････････････････････ 13 
生涯現役起業支援助成金･････････････････ 26 
障害者介助等助成金･････････････････････ 160 
障害者雇用安定奨励金･･･････････････････ 138 
障害者作業施設設置等助成金･････････････ 158 
障害者トライアル雇用･･･････････････････ 157 

障害者福祉施設設置等助成金･････････････ 159 
少額減価償却資産の特例･････････････････ 262 
小規模企業共済制度･････････････････････ 215 
小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融

資）･･･････････････････････････････････ 222 
小規模事業者持続化補助金･･･････････････ 40 
小規模事業者経営発達支援融資制度･･･････ 223 
商業・サービス業・農林水産業活性化税制 278 
商業・サービス競争力強化連携支援事業･･･ 28 
「証券化支援スキーム」を活用した融資制度（Ｃ

ＬＯ融資）･････････････････････････････ 244 
商店街・まちなか集客力向上支援事業･････ 286 
商店街活性化法に基づく支援･････････････ 290 
消費税軽減税率導入に向けた準備の支援･･･ 264 
消費税転嫁対策･････････････････････････ 209 
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための

消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する

特別措置法」について･･･････････････････ 209 
情報セキュリティ対策支援事業（ポータルサイ

ト）･･･････････････････････････････････ 319 
職定金･････････････････････････････････ 120 
職場意識改善助成金（職場環境改善コース）～

中小企業事業主向け～･･･････････････････ 95 
職場意識改善助成金（テレワークコース）～中

小企業事業主向け～･････････････････････ 97 
職場意識改善助成金（所定労働時間短縮コース）

～中小企業事業主向け～･････････････････ 99 
職場意識改善助成金（時間外労働上限設定コー

ス）～中小企業事業主向け～･････････････ 101 
職場意識改善助成金（勤務間インターバル導入

コース）～中小企業事業主向け～･････････ 103 
職場定着支援助成金･････････････････････ 120 
食品の製造過程の管理の高度化に関する支

援･････････････････････････････････････ 310 
食品流通高度化・合理化支援策･･･････････ 309 
職業能力開発サービスセンター･･･････････ 147 
女性、若者／シニア起業家支援資金･･･････ 17 
所得拡大促進税制･･･････････････････････ 268 
ジョブカフェ事業･･･････････････････････ 166 
新規起業事業場就業環境整備事業･････････ 105 
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人材開発支援助成金･････････････････････ 144 
震災対応型資本性劣後ローン･････････････ 234 
人材不足分野における人材確保のための雇用管

理改善促進事業･････････････････････････ 122 
新事業活動促進資金･････････････････････ 49 
新事業支援施設（ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ）による創

業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援･････････････････････････ 19 
新事業創出支援事業･････････････････････ 51 
新創業融資制度･････････････････････････ 16 
新輸出大国コンソーシアム･･･････････････ 198 
信用保証協会による借換保証･････････････ 227 
信用保証協会による経営支援事業･････････ 256 
信用保証制度･･･････････････････････････ 246 
新連携（異分野連携）の支援･････････････ 58 
 
す 
 
スタンドバイ・クレジット制度･･･････････ 191 
ストレスチェック実施促進のための助成金 112 
スマートものづくり応援隊事業・カイゼン指導

者育成事業･････････････････････････････ 169 
 
せ 
 
生活衛生関係営業への支援･･･････････････ 311 
セーフティネット貸付･･･････････････････ 238 
セーフティネット保証制度･･･････････････ 247 
設備資金貸付利率特例･･･････････････････ 231 
潜在的創業者掘り起こし事業（創業スクール認

定事業）･･･････････････････････････････ 27 
専門家による海外展開支援等（新輸出大国コン

ソーシアム）･･･････････････････････････ 198 
専門家派遣・相談支援事業（最低賃金引上

げ）･･･････････････････････････････････ 107 
戦略的基盤技術高度化支援事業（補助金）･ 2 
 
そ 
 
早期審査・審理／面接／巡回審判･････････ 73 
創業・事業承継補助金･･･････････････････ 15 

創業支援・地方創生関連融資･････････････ 225 
創業スクール･･･････････････････････････ 27 
創業補助金･････････････････････････････ 15 
ソーシャルビジネス支援資金･････････････ 302 
 
た 
 
「第二会社方式」による事業再生に関する支

援･････････････････････････････････････ 83 
 
ち 
 
地域・まちなか商業活性化支援事業･･･････ 288 
地域活性化・雇用促進資金（企業立地促進関

連）･･･････････････････････････････････ 243 
地域活性化パートナー事業･･･････････････ 46 
地域雇用開発助成金（地域雇用開発コー

ス）･･･････････････････････････････････124 
地域資源活用の促進･････････････････････41 
地域商店街活性化法に基づく支援･････････290 
地域中核企業支援貸付、地域連携支援貸付 294 
地域中核企業創出・支援事業･････････････47 
中小企業応援ファンド（農商工連携）･････ 53 
地域中小企業応援ファンド（スタート・アップ

応援型）よる新商品開発や販路開拓支援･･･ 52 
地域中小企業応援ファンド（スタート・アップ

応援型）による農商工連携の推進支援･････53 
地域ブランド保護に関する支援（地域団体商標

支援）･････････････････････････････････ 77 
地域未来投資促進事業（商店街・まちなか集客

力向上支援事業）･･･････････････････････ 286 
地開金･････････････････････････････････ 124 
知財金融･･･････････････････････････････60 
知財制度説明会・講師派遣、申請手続相談、知

財研修･････････････････････････････････69 
知財総合支援窓口･･･････････････････････ 68 
地方拠点強化税制･･･････････････････････ 276 
中小サービス事業者の生産性向上のためのガイ

ドライン･･･････････････････････････････38 
中小企業・小規模事業者の受注機会の増大のた
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めの支援･･･････････････････････････････211 
中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業

（海外進出支援）･･･････････････････････ 170 
中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業

（展示会活用）･････････････････････････ 180 
中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業

（輸出支援事業）･･･････････････････････ 171 
中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業

（セミナー参加、WEB 情報収集など）････181 
中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業

（地域間交流支援事業：ＲＩＴ事業）･･･････184 
中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業

（海外調査・情報提供事業）･････････････ 185 
中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事

業･････････････････････････････････････89 
中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援

事業（よろず支援拠点事業) ･････････････314 
中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援

事業（専門家派遣事業）･････････････････315 
中小企業 BCP（事業継続計画）普及の促

進･････････････････････････････････････218 
中小企業応援ファンド･･･････････････････ 52 
中小企業海外展開現地支援プラットフォー

ム･････････････････････････････････････ 187 
中小企業海外展開支援施策集・リスク事例集・

海外事業再編事例集・海外リスクマネジメント

マニュアル･････････････････････････････ 177 
中小企業活路開拓調査・実現化事業･･･････ 36 
中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ制度）に基づ

く支援･････････････････････････････････8 
中小企業技術基盤強化税制（研究開発税

制）･･･････････････････････････････････ 10 
中小企業経営強化税制･･･････････････････ 271 
中小企業経営力強化資金融資事業･････････240 
中小企業国際化支援アドバイス事業･･･････ 179 
中小企業再生支援協議会･････････････････80 
中小企業再生ファンド（再生支援出資事業）84 
中小企業支援センター･･･････････････････ 316 
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の

損金算入の特例･････････････････････････ 262 

中小企業者等の法人税率の特例･･･････････277 
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金･ 143 
中小企業成長支援ファンド･･･････････････ 54 
中小企業総合展（新価値創造展）・販路開拓サポ

ート支援･･･････････････････････････････32 
中小企業大学校の研修･･･････････････････ 94 
中小企業退職金共済制度･････････････････ 217 
中小企業知財金融促進事業･･･････････････ 60 
中小企業外国出願支援事業･･･････････････ 76 
中小企業等経営強化法（経営力向上計画） 29 
中小企業倒産防止共済制度･･･････････････ 216 
中小企業投資育成株式会社による支援･････ 22 
中小企業投資促進税制･･･････････････････ 272 
中小企業と国内外の信頼できる企業とを繋ぐビ

ジネスマッチングサイト「J-GoodTech(ｼﾞｪｸﾞﾃｯ
ｸ)」･･･････････････････････････････････33 
中小企業に対する特許料等の軽減･････････66 
中小企業の会計･････････････････････････ 279 
中小企業のための育児・介護支援プラン導入支

援事業･････････････････････････････････165 
中小機構による健康・医療事業分野への資金供

給･････････････････････････････････････55 
中小建設企業への支援･･･････････････････303 
中小サービス業中核人材の育成支援事業･･･ 167 
中小多数雇用助成金･････････････････････143 
中小ものづくり高度化法に基づく、ものづくり

中小企業の支援･････････････････････････ 4 
中 心 市 街 地 活 性 化 協 議 会 運 営 支 援 事

業･････････････････････････････････････301 
中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事

業･････････････････････････････････････299 
中心市街地商業活性化診断・サポート事業 298 
中心市街地に対する税制支援措置・低利融資制

度･････････････････････････････････････300 
中退共制度･････････････････････････････ 217 
中小ベンチャー企業、小規模企業等に対する特

許料等の軽減･･･････････････････････････65 
挑戦支援資本強化特例制度（資本性ロー

ン）･･･････････････････････････････････245 
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人材開発支援助成金･････････････････････ 144 
震災対応型資本性劣後ローン･････････････ 234 
人材不足分野における人材確保のための雇用管

理改善促進事業･････････････････････････ 122 
新事業活動促進資金･････････････････････ 49 
新事業支援施設（ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ）による創

業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援･････････････････････････ 19 
新事業創出支援事業･････････････････････ 51 
新創業融資制度･････････････････････････ 16 
新輸出大国コンソーシアム･･･････････････ 198 
信用保証協会による借換保証･････････････ 227 
信用保証協会による経営支援事業･････････ 256 
信用保証制度･･･････････････････････････ 246 
新連携（異分野連携）の支援･････････････ 58 
 
す 
 
スタンドバイ・クレジット制度･･･････････ 191 
ストレスチェック実施促進のための助成金 112 
スマートものづくり応援隊事業・カイゼン指導

者育成事業･････････････････････････････ 169 
 
せ 
 
生活衛生関係営業への支援･･･････････････ 311 
セーフティネット貸付･･･････････････････ 238 
セーフティネット保証制度･･･････････････ 247 
設備資金貸付利率特例･･･････････････････ 231 
潜在的創業者掘り起こし事業（創業スクール認

定事業）･･･････････････････････････････ 27 
専門家による海外展開支援等（新輸出大国コン

ソーシアム）･･･････････････････････････ 198 
専門家派遣・相談支援事業（最低賃金引上

げ）･･･････････････････････････････････ 107 
戦略的基盤技術高度化支援事業（補助金）･ 2 
 
そ 
 
早期審査・審理／面接／巡回審判･････････ 73 
創業・事業承継補助金･･･････････････････ 15 

創業支援・地方創生関連融資･････････････ 225 
創業スクール･･･････････････････････････ 27 
創業補助金･････････････････････････････ 15 
ソーシャルビジネス支援資金･････････････ 302 
 
た 
 
「第二会社方式」による事業再生に関する支

援･････････････････････････････････････ 83 
 
ち 
 
地域・まちなか商業活性化支援事業･･･････ 288 
地域活性化・雇用促進資金（企業立地促進関

連）･･･････････････････････････････････ 243 
地域活性化パートナー事業･･･････････････ 46 
地域雇用開発助成金（地域雇用開発コー

ス）･･･････････････････････････････････124 
地域資源活用の促進･････････････････････41 
地域商店街活性化法に基づく支援･････････290 
地域中核企業支援貸付、地域連携支援貸付 294 
地域中核企業創出・支援事業･････････････47 
中小企業応援ファンド（農商工連携）･････ 53 
地域中小企業応援ファンド（スタート・アップ

応援型）よる新商品開発や販路開拓支援･･･ 52 
地域中小企業応援ファンド（スタート・アップ

応援型）による農商工連携の推進支援･････53 
地域ブランド保護に関する支援（地域団体商標

支援）･････････････････････････････････ 77 
地域未来投資促進事業（商店街・まちなか集客

力向上支援事業）･･･････････････････････ 286 
地開金･････････････････････････････････ 124 
知財金融･･･････････････････････････････60 
知財制度説明会・講師派遣、申請手続相談、知

財研修･････････････････････････････････69 
知財総合支援窓口･･･････････････････････ 68 
地方拠点強化税制･･･････････････････････ 276 
中小サービス事業者の生産性向上のためのガイ

ドライン･･･････････････････････････････38 
中小企業・小規模事業者の受注機会の増大のた
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めの支援･･･････････････････････････････211 
中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業

（海外進出支援）･･･････････････････････ 170 
中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業

（展示会活用）･････････････････････････ 180 
中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業

（輸出支援事業）･･･････････････････････ 171 
中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業

（セミナー参加、WEB 情報収集など）････181 
中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業

（地域間交流支援事業：ＲＩＴ事業）･･･････184 
中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業

（海外調査・情報提供事業）･････････････ 185 
中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事

業･････････････････････････････････････89 
中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援

事業（よろず支援拠点事業) ･････････････314 
中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援

事業（専門家派遣事業）･････････････････315 
中小企業 BCP（事業継続計画）普及の促

進･････････････････････････････････････218 
中小企業応援ファンド･･･････････････････ 52 
中小企業海外展開現地支援プラットフォー

ム･････････････････････････････････････ 187 
中小企業海外展開支援施策集・リスク事例集・

海外事業再編事例集・海外リスクマネジメント

マニュアル･････････････････････････････ 177 
中小企業活路開拓調査・実現化事業･･･････ 36 
中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ制度）に基づ

く支援･････････････････････････････････8 
中小企業技術基盤強化税制（研究開発税

制）･･･････････････････････････････････ 10 
中小企業経営強化税制･･･････････････････ 271 
中小企業経営力強化資金融資事業･････････240 
中小企業国際化支援アドバイス事業･･･････ 179 
中小企業再生支援協議会･････････････････80 
中小企業再生ファンド（再生支援出資事業）84 
中小企業支援センター･･･････････････････ 316 
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の

損金算入の特例･････････････････････････ 262 

中小企業者等の法人税率の特例･･･････････277 
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金･ 143 
中小企業成長支援ファンド･･･････････････ 54 
中小企業総合展（新価値創造展）・販路開拓サポ

ート支援･･･････････････････････････････32 
中小企業大学校の研修･･･････････････････ 94 
中小企業退職金共済制度･････････････････ 217 
中小企業知財金融促進事業･･･････････････ 60 
中小企業外国出願支援事業･･･････････････ 76 
中小企業等経営強化法（経営力向上計画） 29 
中小企業倒産防止共済制度･･･････････････ 216 
中小企業投資育成株式会社による支援･････ 22 
中小企業投資促進税制･･･････････････････ 272 
中小企業と国内外の信頼できる企業とを繋ぐビ

ジネスマッチングサイト「J-GoodTech(ｼﾞｪｸﾞﾃｯ
ｸ)」･･･････････････････････････････････33 
中小企業に対する特許料等の軽減･････････66 
中小企業の会計･････････････････････････ 279 
中小企業のための育児・介護支援プラン導入支

援事業･････････････････････････････････165 
中小機構による健康・医療事業分野への資金供

給･････････････････････････････････････55 
中小建設企業への支援･･･････････････････303 
中小サービス業中核人材の育成支援事業･･･ 167 
中小多数雇用助成金･････････････････････143 
中小ものづくり高度化法に基づく、ものづくり

中小企業の支援･････････････････････････ 4 
中 心 市 街 地 活 性 化 協 議 会 運 営 支 援 事

業･････････････････････････････････････301 
中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事

業･････････････････････････････････････299 
中心市街地商業活性化診断・サポート事業 298 
中心市街地に対する税制支援措置・低利融資制

度･････････････････････････････････････300 
中退共制度･････････････････････････････ 217 
中小ベンチャー企業、小規模企業等に対する特

許料等の軽減･･･････････････････････････65 
挑戦支援資本強化特例制度（資本性ロー

ン）･･･････････････････････････････････245 
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費補助金･･･････････････････････････････175 
電子出願支援･･･････････････････････････72 
伝統的工芸品産業支援補助金･････････････57 
 
と 
 
投育（株）による支援･･･････････････････ 22 
特定求職者雇用開発助成金（発達障害者・難治

性疾患患者コース）･････････････････････ 142 
特定求職者雇用開発助成金（障害者初回雇用コ

ース）（ファースト・ステップ奨励金）･･･････141 
特定求職者雇用開発助成金（被災者雇用開発コ

ース）、事業復興型雇用確保事業による支援 ･92 
特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コ

ース・生涯現役コース）･････････････････ 119 
特定求職者雇用開発助成金（三年以内既卒者等

採用定着コース）･･･････････････････････ 155 
特定求職者雇用開発助成金（長期不安定雇用者

雇用開発コース）･･･････････････････････ 156 
特定社債保証制度（私募債保証制度）･････ 249 
特定民間中心市街地経済活力向上事業･････ 296 
特許情報プラットフォーム、中韓文献翻訳・検

索システム･････････････････････････････ 70 
特許料の軽減･･･････････････････････････ 65 
トライアル雇用助成金（一般トライアルコー

ス）･･･････････････････････････････････ 135 
どんぐりマーク認証事業･････････････････ 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に 
 
日本政策金融公庫 インターネットビジネスマ

ッチング･･･････････････････････････････ 56 
日本台湾交流協会事業費補助金･･･････････ 196 
日本発知的財産活用ビジネス化支援事業･･･ 78 
認定経営革新等支援機関による経営改善計画策

定支援事業･････････････････････････････ 255 
認定職業訓練制度･･･････････････････････ 146 
 
の 
 
農商工等連携の支援･････････････････････ 43 
農商工連携促進事業･････････････････････ 45 
「農林漁業成長産業化ファンド」に基づく支

援･････････････････････････････････････ 306 
 
は 
 
働き方・休み方改善コンサルタント制度･･･ 106 
発難金･････････････････････････････････ 142 
ハロートレーニング（在職者向け訓練）･･･ 150 
販路開拓コーディネート事業･････････････ 35 
 
ひ 
 
東日本大震災被災地域中小企業人材確保支援等

事業･･･････････････････････････････････ 90 
東日本大震災復興緊急保証･･･････････････ 235 
東日本大震災復興特別貸付･･･････････････ 229 
被災中小企業復興支援リース補助事業･････ 81 
ビジネス・インキュベータによる支援･････ 19 
 
ふ 
 
復興支援リース補助金･･･････････････････ 81 
ふるさとプロデューサー等育成支援事業･･･91 
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へ 
 
平成 28 年熊本地震特別貸付･･････････････232 
 
ほ 
 
防衛型侵害対策支援事業･････････････････62 
貿易保険･･･････････････････････････････ 193 
冒認商標無効・取消係争支援事業･････････ 63 
 
ま 
 
マル経融資･････････････････････････････ 222 
 
み 
 
民間中心市街地商業活性化事業･･･････････ 297 
 
め 
 
メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

事業･･･････････････････････････････････ 114 
 
も 
 
ものづくり高度化法･････････････････････ 4 
ものづくり中核人材育成事業･････････････ 168 
ものづくり補助金･･･････････････････････ 1 
ものづくりマイスター制度･･･････････････ 148 
模倣品対策支援事業･････････････････････ 61 
 
ゆ 
 
ユースエール認定制度･･･････････････････ 136 
ユースエール認定企業･･･････････････････ 136 
輸出管理･･･････････････････････････････ 195 
 
 
 

 
よ 
 
予約保証制度･･･････････････････････････ 252 
よろず支援拠点･････････････････････････314 
 
り 
 
流通業務総合効率化法に基づく支援･･･････ 295 
流動資産担保融資保証制度（ABL 保証制

度）･･･････････････････････････････････ 250 
両立支援等助成金（両立支援関係）･･･････ 152 
両立支援等助成金（女性活躍加速化コー

ス）･･･････････････････････････････････ 154 
 
ろ 
 
労働移動支援助成金･････････････････････ 115 
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費補助金･･･････････････････････････････175 
電子出願支援･･･････････････････････････72 
伝統的工芸品産業支援補助金･････････････57 
 
と 
 
投育（株）による支援･･･････････････････ 22 
特定求職者雇用開発助成金（発達障害者・難治

性疾患患者コース）･････････････････････ 142 
特定求職者雇用開発助成金（障害者初回雇用コ

ース）（ファースト・ステップ奨励金）･･･････141 
特定求職者雇用開発助成金（被災者雇用開発コ

ース）、事業復興型雇用確保事業による支援 ･92 
特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コ

ース・生涯現役コース）･････････････････ 119 
特定求職者雇用開発助成金（三年以内既卒者等

採用定着コース）･･･････････････････････ 155 
特定求職者雇用開発助成金（長期不安定雇用者

雇用開発コース）･･･････････････････････ 156 
特定社債保証制度（私募債保証制度）･････ 249 
特定民間中心市街地経済活力向上事業･････ 296 
特許情報プラットフォーム、中韓文献翻訳・検

索システム･････････････････････････････ 70 
特許料の軽減･･･････････････････････････ 65 
トライアル雇用助成金（一般トライアルコー

ス）･･･････････････････････････････････ 135 
どんぐりマーク認証事業･････････････････ 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に 
 
日本政策金融公庫 インターネットビジネスマ

ッチング･･･････････････････････････････ 56 
日本台湾交流協会事業費補助金･･･････････ 196 
日本発知的財産活用ビジネス化支援事業･･･ 78 
認定経営革新等支援機関による経営改善計画策

定支援事業･････････････････････････････ 255 
認定職業訓練制度･･･････････････････････ 146 
 
の 
 
農商工等連携の支援･････････････････････ 43 
農商工連携促進事業･････････････････････ 45 
「農林漁業成長産業化ファンド」に基づく支

援･････････････････････････････････････ 306 
 
は 
 
働き方・休み方改善コンサルタント制度･･･ 106 
発難金･････････････････････････････････ 142 
ハロートレーニング（在職者向け訓練）･･･ 150 
販路開拓コーディネート事業･････････････ 35 
 
ひ 
 
東日本大震災被災地域中小企業人材確保支援等

事業･･･････････････････････････････････ 90 
東日本大震災復興緊急保証･･･････････････ 235 
東日本大震災復興特別貸付･･･････････････ 229 
被災中小企業復興支援リース補助事業･････ 81 
ビジネス・インキュベータによる支援･････ 19 
 
ふ 
 
復興支援リース補助金･･･････････････････ 81 
ふるさとプロデューサー等育成支援事業･･･91 
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へ 
 
平成 28 年熊本地震特別貸付･･････････････232 
 
ほ 
 
防衛型侵害対策支援事業･････････････････62 
貿易保険･･･････････････････････････････ 193 
冒認商標無効・取消係争支援事業･････････ 63 
 
ま 
 
マル経融資･････････････････････････････ 222 
 
み 
 
民間中心市街地商業活性化事業･･･････････ 297 
 
め 
 
メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

事業･･･････････････････････････････････ 114 
 
も 
 
ものづくり高度化法･････････････････････ 4 
ものづくり中核人材育成事業･････････････ 168 
ものづくり補助金･･･････････････････････ 1 
ものづくりマイスター制度･･･････････････ 148 
模倣品対策支援事業･････････････････････ 61 
 
ゆ 
 
ユースエール認定制度･･･････････････････ 136 
ユースエール認定企業･･･････････････････ 136 
輸出管理･･･････････････････････････････ 195 
 
 
 

 
よ 
 
予約保証制度･･･････････････････････････ 252 
よろず支援拠点･････････････････････････314 
 
り 
 
流通業務総合効率化法に基づく支援･･･････ 295 
流動資産担保融資保証制度（ABL 保証制

度）･･･････････････････････････････････ 250 
両立支援等助成金（両立支援関係）･･･････ 152 
両立支援等助成金（女性活躍加速化コー

ス）･･･････････････････････････････････ 154 
 
ろ 
 
労働移動支援助成金･････････････････････ 115 
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