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209
213
215
216
217
218
219
220
226
228
229
85
86
200
201
268

30
66
68
162
166
174
163
169
171
172
173
180
182
183
186
187
309
66
69
162
165
166
172
174
180
182
183
186
187
中小企業等経営強化法（事業継続力強化計画）
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211

支援制度
融資・
リース・
保証

⑯ 働き方改革を進めたい

頁

働き方改革推進支援資金

149

ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金
ＩＴ導入補助金
小規模事業者持続化補助金（一般型）
先端設備等導入制度に基づく固定資産税の特例
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）
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）
補助金・ 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）
税制・
働き方改革推進支援助成金（団体推進コース）
出資
治療と仕事の両立支援助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
人材開発支援助成金
両立支援等助成金
母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

1
4
40
38
87
88
89
90
101
108
114
123
130
161

働き方・休み方改善コンサルタント制度
生産性向上人材育成支援センター
中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業
情報提供
働き方改革支援
・相談
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）

92
128
144
301

過重労働解消のためのセミナー
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
セミナー・
方改革推進支援センター）
研修・

160

313

313

イベント

法律等に
基づく
支援
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