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インデックス  3 インデックス  4

支援制度 頁

941金資援支進推革改方き働

292援支のへ業企設建小中

031金成助等援支立両15金助補援支業産品芸工的統伝

戦略的ツール活用型若者人材移転支援事業 82

48業事隊援応ーヤイラプサ

431用雇ルアイラト者害障58）スーコ発開用雇者災被（金成助発開用雇者職求定特

531金成助等置設設施業作者害障68業事保確用雇型興復業事

働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休促進支援コース） 631金成助等置設設施祉福者害障78

働き方改革推進支援助成金（勤務間インターバル導入コース） 731金成助等助介者害障88

働き方改革推進支援助成金（労働時間適正管理推進コース） 931金成助策対勤通等者害障度重98

働き方改革推進支援助成金（団体推進コース） 90 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 141

541金助補援支新更等械機合適不存既39業事援支者業事模規小・業企小中たけ向にげ上引金賃低最

641）スーコ大拡用採途中（金成助援支等用採途中59業事援支種各るす関に策対止防煙喫動受

741）スーコンータJIU（金成助援支等用採途中79金成助クッェチスレトス

841）スーコ援支業起役現涯生（金成助援支等用採途中89金成助画計善改境環場職

151金助補ーリドンレフジイエ99金成助画計りくづ康健の心

251金成助断診康健の者働労業兼・業副001金成助動活医業産場業事模規小

651援支るす対に用雇の者働労間時短定特101金成助援支立両の事仕と療治

851金助補策対止防露くば）ムーュヒ接溶（物害有401）スーコ援支職就再（金成助援支動移働労

労働移動支援助成金（早期雇入れ支援コース） 105 事業場における労働者の健康保持増進計画助成金 159

161金成助入導度制暇休るよに置措理管康健性母601金成助整調用雇

現地進出支援強化事業（海外販路開拓支援） 163

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） 165

801金成助援支等保確材人

地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース） 110

761金助補費業事援支成育材人のめたるす出輸を術技素炭低111金成助るす対に等主業事設建

411金成助プッアアリャキ

トライアル雇用助成金（一般トライアルコース） 118

952制税進促大拡得所け向業企小中021金成助進推用雇超歳５６

中小企業の経営資源の集約化に資す税制 269

072制税進促等保確材人

292援支のへ業企設建小中321金成助援支発開材人

521度制練訓業職定認

241）援支チーコブョジ（援支のめたの応適場職の者害障19業事援支善改・備整境環業就

341業事進推策対保確材人29度制トンタルサンコ善改方み休・方き働

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 93 中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業 144

59業事援支種各るす関に策対止防煙喫動受

化学物質のリスクアセスメント等に対する支援 96

292援支のへ業企設建小中201業事ータンセ援支合総健保業産

103援支革改方き働301」耳のろここ「トイサルターポ・スルヘルタンメの人く働

911度制定認ルーエスーユ

821ータンセ援支成育材人上向性産生

821ータンセ援支成育材人上向性産生18業事等援支保確材人者業事模規小・業企小中

441業事援支入導ンラプ援支護介・児育のめたの業企小中38修研の校学大業企小中

351座講成養ーターポサとごし者害障達発・神精48業事隊援応ーヤイラプサ

19業事援支善改・備整境環業就

59業事援支種各るす関に策対止防煙喫動受

201業事ータンセ援支合総健保業産

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） 126

911度制定認ルーエスーユ

921度制進促成形産財者労勤

602度制済共金職退業企小中

法律等に
基づく
支援

特定求職者雇用開発助成金（就職氷河世代安定雇用実現コー
ス）

133

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）

166

中小企業海外ビジネス人材育成塾（中小企業・小規模事業者人
材対策事業）

174

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）

107

特定求職者雇用開発助成金（発達障害者・難治性疾患患者雇用
開発コース）

122

中小企業海外ビジネス人材育成塾（中小企業・小規模事業者人
材対策事業）

174

313

154

313

⑬ 社員教育・人材育成や新たな従業員を雇用したい

融資・
リース・
保証

補助金・
税制・
出資

情報提供
・相談

セミナー・
研修・
イベント

中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援（働き
方改革推進支援センター）

障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度（もに
す認定制度）

中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援（働き
方改革推進支援センター）



インデックス  5

支援制度 ⑭ 海外で事業を展開したい 頁 ⑮ 事前の防災対策や自然災害等から復旧したい 頁

802）資融PCB（度制資融金資備整設施応対境環会社571金資編再業事・開展外海

902付貸旧復害災771度制トッジレク・イバドンタス

小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資） 213

512付貸別特興復災震大本日東

612度制例特率利付貸金資備設

712付貸別特等号91第風台年元和令

812付貸別特雨豪月7年２和令871険保出輸

912付貸別特症染感スルイウナロコ型新971険保資投外海

622度制証保トッネィテフーセ

822証保急緊興復災震大本日東

922証保係関害災

58）スーコ発開用雇者災被（金成助発開用雇者職求定特45業事援支策対品倣模

68業事保確用雇型興復業事55業事援支策対害侵型衛防

002度制助補るす対に備整・旧復の備設・設施65業事援支争係消取・効無標商認冒

102業事援支建再いわりな75助補るす対に険保用費訟訴財知外海

862制税進促資投災減・災防業企小中76業事援支願出国外業企小中

96業事援支化スネジビ用活産財的知発本日

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） 165

低炭素技術を輸出するための人材育成支援事業費補助金 167

861業事援支成育ドンラブNAPAJ

JICA「中小企業・SDGｓビジネス支援事業（中小企業支援型）」 184

66援支るよに材人門専と供提報情財知外海

地域ブランド保護に関する支援（地域団体商標制度） 68

261）援支出進外海（業事化強援支出進地現

現地進出支援強化事業（海外販路開拓支援） 163

中小企業の海外展開支援（施策集・事例集） 169

171援支ンオズンハ開展外海

現地進出支援強化事業（海外調査・情報提供） 173

081業事会協流交湾台本日

281ムアシーソンコ国大出輸新

381業事進促用活利等CE境越

681会談商OEC外海

781援支用活CE

903ムーォフトッラプ進推躍活人国外度高

66援支るよに材人門専と供提報情財知外海

96業事援支化スネジビ用活産財的知発本日

261）援支出進外海（業事化強援支出進地現

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） 165

081業事会協流交湾台本日

281ムアシーソンコ国大出輸新

381業事進促用活利等CE境越

681会談商OEC外海

781援支用活CE

中小企業等経営強化法（事業継続力強化計画） 211法律等に
基づく
支援

中小企業海外ビジネス人材育成塾（中小企業・小規模事業者人
材対策事業）

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）

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）

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）

中小企業海外ビジネス人材育成塾（中小企業・小規模事業者人
材対策事業）

セミナー
・研修・
イベント

174

174

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）

166

30

172

新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本金強化特別貸付
制度（新型コロナ対策資本性劣後ローン）

220

融資・リー
ス・保証

補助金・
税制・
出資

技術協力活用型・新興国市場開拓事業費補助金（社会課題解決
型国際共同開発事業）

185

情報提供
・相談

166

172

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)」



インデックス  5 インデックス  6

支援制度 ⑯ 働き方改革を進めたい 頁

941金資援支進推革改方き働

ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金 1

4金助補入導ＴＩ

04）型般一（金助補化続持者業事模規小

先端設備等導入制度に基づく固定資産税の特例 38

働き方改革推進支援助成金（勤務間インターバル導入コース） 88

働き方改革推進支援助成金（労働時間適正管理推進コース） 89

働き方改革推進支援助成金（団体推進コース） 90

101金成助援支立両の事仕と療治

801金成助援支等保確材人

411金成助プッアアリャキ

321金成助援支発開材人

031金成助等援支立両

母性健康管理措置による休暇制度導入助成金 161

29度制トンタルサンコ善改方み休・方き働

821ータンセ援支成育材人上向性産生

中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業 144

103援支革改方き働

061ーナミセのめたの消解働労重過

法律等に
基づく
支援

融資・
リース・
保証

補助金・
税制・
出資

情報提供
・相談

セミナー・
研修・
イベント

中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援（働き
方改革推進支援センター）

313

働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休促進支援コー
ス）

87

中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援（働き
方改革推進支援センター）

313
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