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ＡＢＬ保証制度 ------------------------------------------ 267 

ＢＣＰ普及の促進 -------------------------------------- 250 

ＢＣＰ融資 ----------------------------------------------- 251 

ＣLＯ融資 ------------------------------------------------ 261 

ｉｓｕｐｐｏｒｔ ------------------------------------ 314 

ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業 ------------------- 39 

Ｊ－クレジット制度利用促進事業 -------------------- 253 

Ｊ－ＮＥＴ２１  

中小企業ビジネス支援ポータルサイト ---------- 313 

ＲＩＴ事業 ------------------------------------------------- 215 

ＳＢＩＲ制度に基づく支援 ------------------------------ 70 

 

あ 
新たな事業活動を支援する融資制度 -------------- 99 

安全保障貿易管理における自主管理体制構築 

の支援 ------------------------------------------------ 229 

い 
医工連携 ------------------------------------------------ 68 

医療機器開発支援ネットワーク --------------------- 69 

インターネットを活用した小規模事業者の販路 

開拓支援 --------------------------------------------- 254 

インターネットビジネスマッチング ------------------- 106 

え 
営業秘密１１０番 --------------------------------------- 129 

エンジェル税制 ----------------------------------------- 280 

お 
大人の武者修行 --------------------------------------- 204 

卸商業団地機能向上支援事業 --------------------- 293 

か 
海外Ｆ／Ｓ支援 ----------------------------------------- 212 

海外事業再編戦略支援事業 ------------------------ 213 

海外進出支援事業 ------------------------------------ 32 

海外専門家招聘支援事業 --------------------------- 218 

海外展開事業 ------------------------------------------ 210 

海外展開・事業再編資金 ----------------------------- 222 

海外投資保険 ------------------------------------------- 228 

 

外国出願補助金 ---------------------------------------- 125 

化学物質のリスクアセスメント支援 ------------------ 150 

環境・エネルギー対策資金（公害防止対策関連）271 

き  
企業活力強化資金 ------------------------------------- 71 

企業再生貸付制度 ------------------------------------- 132 

起業支援ファンド --------------------------------------- 81 

企業のベンチャー投資促進税制 -------------------- 279 

企業立地促進法関連資金 ---------------------------- 260 

技術研究組合制度 ------------------------------------- 67 

キャリアアップ助成金 ---------------------------------- 168 

キャリア形成促進助成金 ------------------------------ 182 

業種別団体助成 ---------------------------------------- 147 

勤労者財産形成促進制度 ---------------------------- 190 

く 

組合に対する助言、情報提供 ----------------------- 95 

グループ補助金 ---------------------------------------- 8 

グローバルニッチトップ（GNT）支援貸付 ---------- 225 

け 

経営安定特別相談事業 ------------------------------- 246 

経営改善サポート保障 -------------------------------- 272 

経営改善普及事業 ------------------------------------- 312 

経営革新支援事業 ------------------------------------- 98 

「経営者保証に関するガイドライン」の利用促進等

 ------------------------------------------------------------- 274 

経営承継法による総合的支援 ----------------------- 287 

経営セーフティ共済 

（中小企業倒産防止共済制度） ----------------- -248 

研究開発税制 ------------------------------------------- 73 

健康医療ファンド --------------------------------------- 105 

建設労働者確保育成助成金 ------------------------- 164 

こ 

公害防止税制 ------------------------------------------- 281 

公害防止対策関係資金 ------------------------------- 271 

～索引～ 
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交際費課税の特例 ------------------------------------ 55 

公設試験研究機関（公設試） ------------------------ 76 

講習能力養成セミナー -------------------------------- 315 

高度化事業 --------------------------------------------- 270 

高度化事業（震災対策・電力需給対策） ----------- 9 

高年齢者雇用安定助成金 --------------------------- 175 

こころの耳・こころほっとライン ----------------------- 153 

雇調金 --------------------------------------------------- 157 

雇用管理改善事業 ------------------------------------ 161 

雇用促進税制 ------------------------------------------ 167 

さ 

サービス産業における業務改善標準マニュアル 96 

災害関係保証 ------------------------------------------ 6 

災害復旧貸付制度 ------------------------------------ 252 

在職者訓練 --------------------------------------------- 189 

再生貸付制度 ------------------------------------------ 132 

再生支援協議会 --------------------------------------- 50 

再生支援制度 ------------------------------------------ 134 

再生支援ファンド --------------------------------------- 131 

再チャレンジ支援融資制度（再挑戦支援資金） -- 259 

産業競争力強化法に基づく創業支援 -------------- 87 

産業復興相談センター・産業復興機構 ------------ 11 

し 

ジェグテック --------------------------------------------- 92 

事業再生支援制度 ------------------------------------ 134 

事業承継円滑化支援事業 --------------------------- 286 

事業承継円滑化のための税制措置 --------------- 51 

事業引継ぎ支援センター ----------------------------- 42 

施設・設備の復旧・整備に対する補助制度 ------- 8 

持続化補助金 ------------------------------------------ 22 

下請ガイドライン --------------------------------------- 242 

下請かけこみ寺事業 ---------------------------------- 239 

「下請代金支払遅延等防止法」の規制について - 240 

下請中小企業・小規模事業者の自立化等支援 -- 40 

下請取引あっせん事業 ------------------------------- 243

私募債保証制度 --------------------------------------- 266 

受注機会増大のための支援、官公需 -------------- 244 

受動喫煙防止対策助成金 ---------------------------- 149 

省エネ・新エネ関連設備等の 

導入に対する支援 ------------------------------------- 77 

障害者雇用安定奨励金 ------------------------------- 176 

障害者初回雇用奨励金 ------------------------------- 179 

障害者職場復帰支援助成金 ------------------------- 178 

少額減価償却資産の特例 ---------------------------- 54 

小規模企業共済制度 ---------------------------------- 247 

小規模事業者経営改善資金 

融資制度（マル経融資） ------------------------------- 23 

小規模事業者経営発達支援融資制度 ------------- 24 

商業・サービス業競争力強化連携支援事業 ------ 15 

商業・サービス業・農林水産業活性化税制 -------- 284 

「証券化支援スキーム」を活用した融資制度 

（ＣＬＯ融資） ------------------------------------------ 261 

商店街活性化法に基づく支援 ----------------------- 288 

職業能力開発サービスセンター --------------------- 186 

職場意識改善助成金 ---------------------------------- 137 

職定金 ---------------------------------------------------- 159 

女性、若者／シニア起業家支援資金 --------------- 80 

所得拡大促進税制 ------------------------------------- 60 

ジョブカフェ事業 ---------------------------------------- 203 

新規起業事業場就業環境整備事業 ---------------- 145 

震災対応型資本性劣後ローン ----------------------- 4 

新事業活動促進資金 ---------------------------------- 99 

新事業創出支援事業 ---------------------------------- 101 

新創業融資制度 ---------------------------------------- 79 

信用保証協会による借換保証（借換保証） -------- 48 

信用保証制度 ------------------------------------------- 263 

新連携（異分野連携）の支援 ------------------------- 108 

せ 
セーフティネット貸付 ----------------------------------- 255 

セーフティネット保証制度 ----------------------------- 264 

セキュリティプレゼンター ------------------------------ 314 

設備資金貸付利率特例 ------------------------------- 3 
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そ 
創業支援・地方創生関連融資 ----------------------- 43 

創業スクール ------------------------------------------- 89 

創業補助金 --------------------------------------------- 25 

ソーシャルビジネス支援資金 ------------------------ 47 

た 

退職金共済制度（中小企業） ------------------------ 249 

第二会社方式による事業再生に関する支援 ----- 130 

ち 
地域活性化・雇用促進資金 

（企業立地促進法関連） --------------------------- 260 

地域資源活用の促進 --------------------------------- 26 

地域商店街活性化法に基づく支援 ----------------- 288 

地域中核企業支援貸付 ------------------------------ 291 

地域中小企業応援ファンド --------------------------- 102 

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 --------- 103 

地域ネットワーク活用海外展開支援事業 --------- 214 

地開金 --------------------------------------------------- 163 

知財総合支援窓口 ------------------------------------ 117 

中小企業応援ファンド --------------------------------- 102 

中小企業応援ファンド（農商工連携） --------------- 103 

中小企業海外展開支援施策集・施策事例集 ----- 207 

中小企業海外展開総合支援事業（海外調査・情報提

供事業） ----------------------------------------------- 216 

中小企業活路開拓調査・実現化事業 -------------- 94 

中小企業技術革新制度（SBIR 制度）に 

基づく支援-------------------------------------------- 70 

中小企業経営力強化資金融資事業 --------------- 257 

中小企業国際化支援アドバイス事業 -------------- 209 

中小企業再生支援協議会 --------------------------- 50 

中小企業再生ファンド（再生支援出資事業） ------ 131 

中小企業支援センター -------------------------------- 311 

中小企業者の受注機会の増大のための支援 --- 244 

中小企業・小規模事業者海外展開支援事業 ----- 216 

中小企業成長支援ファンド --------------------------- 104 

中小企業総合展（新価値創造展）・販路開拓サポート

支援 ---------------------------------------------------- 91 

中小企業相談ナビダイヤル ----------------------- 裏表紙 

中小企業大学校の研修------------------------------- 136 

中小企業退職金共済制度 ---------------------------- 249 

中小企業知財金融促進事業 ------------------------- 45 

中小企業倒産防止共済制度 ------------------------- 248 

中小企業投資育成株式会社による支援 ----------- 85 

中小企業投資促進税制 ------------------------------- 277 

中小企業に係る法人税率の特例 ------------------- 283 

中小企業に対する特許料等の軽減 ---------------- 114 

中小企業の会計 ---------------------------------------- 285 

中小企業等の少額減価償却資産の 

 取得価額の損金算入の特例制度 ----------------- 54 

中小企業ＢＣＰ（事業継続計画）普及の促進 ------ 250 

中小建設企業への支援 ------------------------------- 301 

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 ------------------------------------------ 97 

中小多数雇用助成金 ---------------------------------- 181 

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 ------------------------- 66 

中心市街地活性化協議会運営支援事業 ---------- 300 

中心市街地商業活性化ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣事業------298 

中心市街地商業活性化診断・サポート事業 ------- 297 

中心市街地に対する税制支援措置・ 

低利融資制度 ---------------------------------------- 299 

挑戦支援資本強化特例制度 ------------------------- 262 

て 

低炭素技術輸出促進人材育成支援事業 ---------- 38 

低利融資制度（企業活力強化資金） ---------------- 289 

伝統的工芸品産業支援補助金 ---------------------- 107 

と 

投育(株)による支援 ------------------------------------ 85 

特開金 ---------------------------------------------------- 158 

特定民間中心市街地経済活力向上事業 ---------- 295 

特許料の軽減 ------------------------------------------- 114 
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トライアル雇用奨励金 --------------------------------- 173 

どんぐりマーク認証事業 ------------------------------ 109 

に 

日本政策金融公庫 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ --- 106 

認定支援機関による経営改善計画策定支援事業

 --------------------------------------------------------- 272 

認定職業訓練制度 ------------------------------------ 185 
の 

農商工等連携の支援 --------------------------------- 28 

は 

働き方・休み方改善コンサルタント制度 ----------- 146 

発難金 --------------------------------------------------- 180 

販路開拓コーディネート事業 ------------------------ 93 

ひ 
被開金 --------------------------------------------------- 7 

東日本大震災復興緊急保証 ------------------------ 5 

東日本大震災復興特別貸付 ------------------------ 1 

被災者雇用開発助成金、 

事業復興型雇用創出事業による支援 ---------- 7 

被災中小企業復興支援リース補助事業 ---------- 10 

ビジネス・インキュベータによる支援 --------------- 82 

ふ 

ファーストステップ奨励金 ----------------------------- 179 

復興支援リース補助金 ------------------------------- 10 

ふるさとプロデューサー育成支援事業 ------------- 30 

ほ 
防衛型侵害対策支援事業 --------------------------- 111 

貿易保険 ------------------------------------------------ 227 

防災施設整備融資制度（BCP 融資） -------------- 251 

ま 
マル経融資 --------------------------------------------- 23 

み 
民間中心市街地商業活性化事業 ------------------ 296 

も 
ものづくり高度化法 ------------------------------------ 66 

ものづくり中核人材育成事業 ------------------------ 205 

ものづくり補助金 --------------------------------------- 12 

ものづくりマイスター制度 ----------------------------- 187 

模倣品対策支援事業 ---------------------------------- 110 

ゆ 
輸出管理 ------------------------------------------------- 229 

輸出支援事業 ------------------------------------------- 32 

「輸出大国」コンソーシアム --------------------------- 232 

ユースエール認定企業 -------------------------------- 174 

よ 
予約保証制度 ------------------------------------------- 269 

り 
流通業務総合効率化法に基づく支援 -------------- 294 

流動資産担保融資保証制度 ------------------------- 267 

両立支援に関する助成制度 ------------------------- 191 

ろ 
労働移動支援助成金 ---------------------------------- 154 
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