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人材確保対策推進事業 ················145 
人材確保等支援助成金 ·················110 
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・ベンチャー支援······· 25 
新事業創出支援事業 ···················43 
新創業融資制度 ······················ 13 
新輸出大国コンソーシアム ············182 
信用保証協会による経営支援事業 ······254 
信用保証協会による借換保証 ··········230 
信用保証制度 ························225 
 

す 
 
スタートアップ特化型知財ネットワーク 

構築事業「IP BASE」 ········ 73 
スタンドバイ・クレジット制度 ········177 
ストレスチェック助成金 ···············99 
 

せ 
 
生活衛生関係営業への支援 ············302 
生産性向上人材育成支援センター ······130 
精神・発達障害者しごと 

サポーター養成講座 ··············155 
成長型中小企業等研究開発支援事業 ······3 
制度説明会、講師派遣、研修、相談 ···· 60 
SECURITY ACTION 
（情報セキュリティ対策自己宣言） ·····311 
セーフティネット貸付 ················222 
セーフティネット保証制度 ············226 
設備資金貸付利率特例制度 ············216 
先端設備等導入制度に基づく 

固定資産税の特例 ··············· 37 
専門家派遣（中小企業 119）············306 
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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） ····128 

JAPAN ブランド育成支援等事業 ······170 
就業環境整備・改善支援事業 ······･····92 
商工会・商工会議所の窓口 ･･·······･··308 
重度障害者多数雇用事業所 

施設設置等助成金 ················143 
重度障害者等通勤対策助成金 ········･·142 
受動喫煙防止対策に関する 

各種支援事業 ···················· 97 
省エネ関連設備等の導入に対する支援 ···10 
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）·･156 
障害者介助等助成金、 

職場適応援助者助成金 ···········139 
障害者作業施設設置等助成金 ·········137 
障害者トライアル雇用 ···············136 
障害者の職場適応のための支援 
（ジョブコーチ支援） ···············144 
障害者福祉施設設置等助成金 ·········138 
少額減価償却資産の特例 ·············255 
小規模企業共済制度 ·················205 
小規模事業者経営改善資金融資制度 

（マル経融資） ·················213 
小規模事業者経営発達支援融資制度 ···214 
小規模事業者持続化補助金（一般型） ··40 
小規模事業場産業医活動助成金 ·······102 
証券化支援スキームを 

活用した融資制度（ＣＬＯ融資） ·238 
消費税転嫁対策特別措置法について ···198 
情報セキュリティ対策支援サイト ·····312 
職場環境改善計画助成金 ·············100 
食品の製造過程の管理の 

高度化に関する支援 ·············301 
食品等流通合理化支援策 ·············300 
女性、若者／シニア起業家支援資金 ····15 
新型コロナウイルス感染症特別貸付 ···219 
新型コロナウイルス感染症に関する 

母性健康管理措置による 
休暇制度導入助成金 ···········163 

新型コロナ対策資本性劣後ローン ······220 
新規開業支援資金 ·····················16 
人材開発支援助成金 ··················123 
人材確保対策推進事業 ················145 
人材確保等支援助成金 ·················110 
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・ベンチャー支援······· 25 
新事業創出支援事業 ···················43 
新創業融資制度 ······················ 13 
新輸出大国コンソーシアム ············182 
信用保証協会による経営支援事業 ······254 
信用保証協会による借換保証 ··········230 
信用保証制度 ························225 
 

す 
 
スタートアップ特化型知財ネットワーク 

構築事業「IP BASE」 ········ 73 
スタンドバイ・クレジット制度 ········177 
ストレスチェック助成金 ···············99 
 

せ 
 
生活衛生関係営業への支援 ············302 
生産性向上人材育成支援センター ······130 
精神・発達障害者しごと 

サポーター養成講座 ··············155 
成長型中小企業等研究開発支援事業 ······3 
制度説明会、講師派遣、研修、相談 ···· 60 
SECURITY ACTION 
（情報セキュリティ対策自己宣言） ·····311 
セーフティネット貸付 ················222 
セーフティネット保証制度 ············226 
設備資金貸付利率特例制度 ············216 
先端設備等導入制度に基づく 

固定資産税の特例 ··············· 37 
専門家派遣（中小企業 119）············306 
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そ 
 
早期審査・審理／面接／巡回審判 ·······64 
創業関連保証制度 ····················233 
創業期スタートアップに対する 

知財戦略構築等支援事業（IPAS） ··71 
創業支援貸付利率特例制度 ·············14 
ソーシャルビジネス支援資金 ··········294 
 

ち 
 
地域 DX 促進活動支援事業 ············39 
地域雇用開発助成金 

（地域雇用開発コース） ········· 112 
地域商店街活性化法に基づく支援 ······281 
地域中小企業応援ファンドによる 

新商品開発や販路開拓等支援 ······ 49 
地域デジタルイノベーション促進事業 ···45 
地域の持続的発展のための 

中小商業者等の機能活性化事業·····292 
地域ブランド保護に関する支援 

（地域団体商標制度） ············ 69 
地域未来投資促進税制 ················262 
地域未来投資促進法による支援 ·········44 
知財総合支援窓口 ···················· 59 
地方拠点強化税制 ····················265 
中小企業・小規模事業者 

人材確保支援等事業 ···············84 
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） ·······171 

中小企業・SDGｓビジネス支援事業 ···184 
中小企業・小規模事業者の 

受注機会の増大のための支援 ······199 
中小企業アドバイザー 

（中心市街地活性化）派遣事業 ···289 
中小企業育児・介護休業等 

推進支援事業 ···················146 
 
 

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 
中小企業活性化協議会 ················74 
中小企業技術基盤強化税制 

（研究開発税制） ·················7 
中小企業基盤整備機構・ 

中小企業支援センター ···········307 
中小企業共通 EDI ···················34 
中小企業組合等課題対応支援事業 ····· 32 
中小企業等経営強化法 

（経営力向上計画） ··············26 
中小企業経営強化税制 ···············260 
中小企業経営力強化資金融資事業 ·····224 
中小企業者等の法人税率の特例 ·······266 
中小企業成長支援ファンド／ 

中小企業経営力強化支援ファンド · 20 
中小企業総合展（新価値創造展） ······29 
中小企業大学校の研修 ··············· 85 
中小企業退職金共済制度 ·············207 
中小企業等外国出願支援事業 ··········67 
中小企業等外国出願中間手続支援事業 ··68 
中小企業投資育成株式会社による投資 ··21 
中小企業等事業再構築促進事業 ········52 
中小企業投資促進税制 ···············261 
中小企業の会計 ·····················270 
中小企業の経営資源の 

集約化に資す税制 ·············· 269 
中小企業防災・減災投資促進税制 ·····268 
中小企業向け賃上げ促進税制 ·········259 
中小企業知財経営支援 

金融機能活用促進事業 ············53 
中小建設企業への支援 ···············295 
中小企業組合に対する助言、情報提供 ··33 
中小企業再生ファンド ················79 
中心市街地活性化協議会運営支援事業 ·291 
中心市街地商業活性化診断・ 

サポート事業 ·················· 288 
中心市街地に対する税制支援措置 

・低利融資制度 ················ 290 
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中途採用等支援助成金 
（UIJ ターンコース） ············149 

中途採用等支援助成金 
（中途採用拡大コース） ··········148 

中小企業と国内外の企業とを繋ぐ 
ビジネスマッチングサイト 

「J-GoodTech(ｼﾞｪｸﾞﾃｯｸ)」······ 30 
挑戦支援資本強化特別貸付制度 

（資本性ローン） ················239 
治療と仕事の両立支援助成金···········104 
 

て 
 
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 ·······168 
適正取引講習会（テキトリ講習会） ···194 
電子出願支援 ························63 
伝統的工芸品産業支援補助金 ········· 51 
 

と 
 

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）······135 
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） ········109 

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 
特定求職者雇用開発助成金 

（被災者雇用開発コース） ·······86 
特定経営承継関連保証 ··············249 
特定経営承継準備関連保証 ··········250 
特定社債保証制度 

（私募債保証制度） ············252 
特定短時間労働者の 

雇用に対する支援 ··············158 
特定民間中心市街地 

経済活力向上事業 ···········･···286 

特許情報プラットフォーム 
（J-PlatPat） ···············･···61 

特許料等の軽減制度 ···············･··58 
トライアル雇用助成金 

（一般トライアルコース） ·····･ 118 
取引先の支払条件改善のための 

融資制度 ·····················･·201 
 

な 
 
なりわい再建支援事業 

（なりわい補助金） ·············203 
 

に 
 
日本台湾交流協会事業 ···············180 
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········ 76 
認定経営革新等支援機関による 

早期経営改善計画策定支援事業 ··· 77 
認定情報処理支援機関 

（スマート SME サポーター） ····35 
認定職業訓練制度 ···················127 
 

の 
 
農商工等連携の支援 ··················41 
農林水産関連企等に対する 

金融措置による支援 ·············298 
 

は 
 
働き方改革推進支援資金 ··············150 
働き方・休み方改善 

コンサルタント制度 ···············93 
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） ········ 89 
働き方改革推進支援助成金 

（団体推進コース） ···············91 
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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） ······ 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） ···90 
働き方改革推進支援センター ··········313 
働く人のメンタルヘルス・ 

ポータルサイト「こころの耳」······105 
伴走支援型特別保証制度 ··············236 
販路開拓コーディネート事業 ···········31 
販路開拓、売上拡大のための 

標準化活用支援 ··············･･·· 38 
 

ひ 
 
東日本大震災復興特別貸付 ······･··･··215 
東日本大震災復興緊急保証 ·······･･···228 
 

ふ 
 
フィットテスト測定機器 

購入補助金 ················･･···160 
副業・兼業労働者の 

健康診断助成金 ·············･･··154 
 

ほ 
 
防衛型侵害対策支援事業 ·······･····･55 
冒認商標無効・取消係争支援事業 ·･··･56 
 

み 
 
民間中心市街地商業活性化事業 ···･·･287 
 

も 
 
ものづくり・商業・サービス 

生産性向上促進補助金 ··········2 
 
 

ものづくり等高度連携・ 
事業再構築促進事業 ··········· 1 

模倣品対策支援事業 ·············· 54 
 

ゆ 
 
ユースエール認定制度············ 119 
輸出保険 ·························178 
よろず支援拠点 ···················305 
 

り 
 
流通業務総合効率化法に 

基づく支援 ···················285 
流動資産担保融資保証制度 

（ABL 保証制度） ············253 
両立支援等助成金 ·················132 
 
令和元年台風第 19 号等特別貸付 ···217 
令和２年 7 月豪雨特別貸付 ········218 
 

ろ 
 
労働移動支援助成金 

（再就職支援コース） ·········106 
労働移動支援助成金 

（早期雇入れ支援コース） ·····107 
６５歳超雇用推進助成金··········· 120 
 

わ 
 
若者人材確保 

プロジェクトの実証事業 ·······164 
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