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施策名 実施主体 公募開始 説明のURL 備考
ISOシリーズ認証取得支援事業補助金 板橋区 1月28日 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/019/019530.html
新事業創出・販路開拓支援事業 第3期募集
（産学連携支援／販路開拓支援）

鹿児島市 2月7日 http://www.city.kagoshima.lg.jp/_1010/shimin/6keizai/6-
1syoukougyou/_35763.html

平成22年度ものづくり指導者養成支援事業の
公募

全国中小企業団
体中央会　労働

政策部

2月15日 17：00
必着

http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/koubo20101228.html

平成22年度新事業活動促進支援補助金（補正
予算事業）（新連携支援事業）

中小企業庁 経
営支援部 新事

業促進課

2月17日 17：00
必着

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2011/110128Shinrenk
eiKoubo-22.htm

平成22年度新事業活動促進支援補助金（補正
予算事業）（地域資源活用売れる商品づくり
支援事業）

中小企業庁 経
営支援部 新事

業促進課

2月17日 17：00
必着

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2011/110128ChiikiShi
genKoubo-22.htm

平成22年度新事業活動促進支援補助金（補正
予算事業）（農商工等連携対策支援事業）

中小企業庁 経
営支援部 新事

業促進課

2月17日 17：00
必着

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/noushoko/2011/110128Nou
shokoKoubo-22.htm

平成23年度新事業活動促進支援補助金（新連
携支援事業）

経済産業省 中
小企業庁 経営
支援部 新事業

2月17日 17：00
必着

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2011/110128Shinrenk
eiKoubo-23.htm

平成23年度新事業活動促進支援補助金（地域
資源活用売れる商品づくり支援事業）

経済産業省 中
小企業庁 経営
支援部 新事業

2月17日 17：00
必着

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2011/110128ChiikiShi
genKoubo-23.htm

平成23年度新事業活動促進支援補助金（農商
工等連携対策支援事業）

経済産業省 中
小企業庁 経営
支援部 新事業

2月17日 17：00
必着

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/noushoko/2011/110128Nou
shokoKoubo-23.htm

新事業活動促進支援補助金（新連携支援事
業）

経済産業省 関
東経済産業局

2月17日 17：00
必着

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/20110128sinrenkeiko
ubo.html

平成22年度微量PCB汚染廃電気機器等把握支援
事業

京都市 2月18日 http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000078785.html

こうち農商工連携基金事業 高知県産業振興
センター

2月21日 17：00
必着

http://www.joho-kochi.or.jp/renkeikikin/20110120no_sho.html

「コンバートＥＶ・次世代自動車関連部品等
の開発・試作に関する補助金」

三重県 2月21日 17：00
必着

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2011010134.htm

平成23年度戦略的中心市街地商業等活性化支
援事業費補助金の公募について（第1次募集）

経済産業省 商
務情報政策局商
務流通グループ

2月23日 17：00
必着

http://www.meti.go.jp/information/data/c110201bj.html

平成22年度ものづくり中小企業の市場化緊急
支援事業

三重県中小企業
団体中央会連携

支援課

2月23日 http://www.chuokai-mie.or.jp/topix/h22/shijyoukabosyu.html

鳥取県農商工連携促進ファンド事業 鳥取県産業振興
機構

2月25日 http://www.toriton.or.jp/toriton-
cgi/wnew3/disp.cgi?num=20100820102612

観光関係人材育成事業の三次公募 日本商工会議所
中小企業振興部
人材対策基金事

2月25日 http://www.jcci.or.jp/news/2011/0210145054.html

神奈川県中小企業新商品開発等支援事業補助
金

神奈川県 2月28日 17：00
必着

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kogyo/hojokin/gaiyou.html

神戸市内小規模製造業販路開拓支援制度 神戸市 2月28日 17：00
必着

http://www.city.kobe.lg.jp/business/promotion/commerce/venture
/hanro.html

堺市民間事業者省エネ設備等導入支援事業補
助金

堺市 2月28日 http://www.city.sakai.lg.jp/city/info/_shoko/hojyokin.html

研修等参加費助成 宮崎県産業支援
財団

2月28日 http://www.i-
port.or.jp/events/ee_users_info.asp?event_no=10040005

あきた企業応援ファンド事業（共同研究助成
事業）

財団法人あきた
企業活性化セン

ター

2月28日 http://www.bic-akita.or.jp/plaza/cgi-bin/coll/eventitem.cgi?499

「ナガサキ型新産業創造ファンド事業」に係
る「助成事業」募集

長崎県産業振興
財団

2月28日 http://www.joho-nagasaki.or.jp/fund/index70.php

2011年2月中に締め切られる施策(中小企業対象)
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「長崎県地場企業支援ファンド事業」に係る
「助成事業」募集

長崎県産業振興
財団

2月28日 http://www.joho-nagasaki.or.jp/fund/index30.php

小規模事業者人材育成補助金 福井市 2月28日 http://www.city.fukui.lg.jp/d260/market/market_syoukibo.html
ものづくり事業化応援補助金 鳥取県 2月28日 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=99773

施策名 実施主体 公募開始 説明のURL 備考
スポ・ツー！モニタープロジェクト モニター
ツアー募集（二次募集）

国土交通省観光
庁

1月25日 17：00
必着

http://www.spo-tour.com/guideline/

平成23年度「ISO取得支援助成事業」 （財）東京都中
小企業振興公社

2月4日 17：00
必着

http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1101/0017.html 1

平成23年度「市場開拓助成事業」 （財）東京都中
小企業振興公社

2月4日 17：00
必着

http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1101/0017.html 1

「イノベーション拠点立地支援事業」の実施
に係る団体の公募

経済産業省 産
業技術環境局研

究開発課

2月7日 17：00
必着

http://www.meti.go.jp/information/data/c110128aj.html

平成23年度「石油供給構造高度化事業費補助
金（コンビナート連携石油安定供給対策事
業）」に係る補助事業者の公募

経済産業省 資
源エネルギー庁
資源・燃料部石

2月10日 17：30
必着

http://www.enecho.meti.go.jp/info/tender/tenddata/1101/110113
a/110113a.htm

「岐阜県新エネルギー等導入モデル支援事業
費補助金」

(財)岐阜県産業
経済振興セン

ター

2月14日 17：00
必着

http://www.gpc-gifu.or.jp/fund/greenbusiness/new_energy.asp

平成22年度農山漁村6次産業化対策事業に係る
「輸出総合支援事業」のうち「輸出に取り組
む事業者向け対策」の追加公募

農林水産省 2月16日 http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/kanbo/110118.html

平成23年度 地域資源発掘活用プロジェクト事
業助成金

（財）岐阜県研
究開発財団

2月18日 http://www.chuokai-
gifu.or.jp/chuokai/news/2011/20110118h23tiikisien.html

平成23年度「文化産業強化促進事業費補助金
（ものづくりビジネスマッチング事業）」の
公募

経済産業省 製
造産業局繊維課

2月18日 正午必
着

http://www.meti.go.jp/information/data/c110120aj.html

平成23年度「地域資源発掘活用プロジェクト
事業助成金」の募集

岐阜県 2月18日 17：00
必着

http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei-unei/kocho-koho/event-
calendar/bosyu/kenkyu/h22-19.html

「平成23年度３Ｒ研究開発事業費補助金」 山形県 2月18日 http://www.pref.yamagata.jp/ou/seikatsukankyo/050010/3rkenkyu
kaihatsu/mainpage23.html

平成23年度「次世代循環型社会形成推進技術
基盤整備事業」の公募

環境省　大臣官
房廃棄物・リサ
イクル対策部

2月18日 17：00
必着

http://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/kagaku/h23/kobo2/inde
x.html

科学コミュニケーション連携推進事業　機関
活動支援・草の根型プログラム 公募

科学技術振興機
構

2月21日 正午必
着

http://sciencecommunication.jst.go.jp/chiikikatsudo/koubolist#

平成23年度「ロシア地域貿易投資促進事業費
補助金のうち極東・東シベリア等ビジネス案
件事業化推進事業」の交付先の公募

経済産業省通商
政策局ロシア・
中央アジア・

2月22日 17：00
必着

http://www.meti.go.jp/information/data/c110202bj.html

平成23年度クリーンエネルギー自動車等導入
促進対策費補助金に係る補助事業者の公募

経済産業省 製
造産業局自動車

課

2月24日 18：00
必着

http://www.meti.go.jp/information/data/c110204cj.html

平成23年度「創造的産学連携事業（継続
分）」に係る補助金交付先の公募

経済産業省 産
業技術環境局大
学連携推進課

2月24日 17：00
必着

http://www.meti.go.jp/information/data/c110201aj.html

平成23年度新エネルギー等普及促進施策に係
る補助事業者の公募

経済産業省 資
源エネルギー庁
新エネルギー対

2月25日 18：00
必着

http://www.enecho.meti.go.jp/info/tender/tenddata/1102/110204
a/110204a.htm

地域中核企業見本市等出展支援事業助成金の
追加募集

にいがた産業創
造機構

2月28日 http://www.nico.or.jp/modules/list2/mihonichi.html

神戸市微量PCB汚染廃電気機器等把握支援補助
金制度

神戸市 2月28日 http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/waste/industry/pc
b/hojokin.html

住宅・建築物耐震化緊急支援事業の第３回募
集

国土交通省住
宅・建築物耐震
化緊急支援事業

2月28日 http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000059.html

締め切り日

2011年2月中に締め切られる施策（中小企業以外）
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新燃岳噴火・降灰緊急営農対策事業に係る公
募

農林水産省九州
農政局生産経営
流通部園芸特産

2月28日 17：00
必着

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/110208.html

サイエンス・パートナーシップ・プロジェク
ト 平成23年度募集

科学技術振興機
構

2月28日 http://spp.jst.go.jp/boshu.html

女子中高生の理系進路選択支援事業 科学技術振興機
構

2月28日 http://rikai.jst.go.jp/jyoshi/boshu.html

平成23年度「石油製品販売業構造改善対策事
業費補助金（離島ガソリン流通コスト支援事
業に係るもの）」に係る補助事業者の公募

経済産業省 資
源エネルギー庁
資源・燃料部

2月28日 18：00
必着

http://www.enecho.meti.go.jp/info/tender/tenddata/1102/110208
b/kouboyouryou.pdf

平成23年度「産油国石油精製技術等対策事業
費補助金うち中東等産油国投資等促進事業
（ロシア）」

経済産業省 通
商政策局ロシ
ア・中央アジ

2月28日 17：00
必着

http://www.meti.go.jp/information/data/c110210aj.html

中央アジア地域等貿易投資促進事業費補助金 経済産業省通商
政策局ロシア・
中央アジア・

2月28日 17：00
必着

http://www.meti.go.jp/information/data/c110210bj.html

海上交通低炭素化促進事業費補助制度に係る
「内航海運船舶関連輸送機器導入促進事業」
の追加

国土交通省海事
局内航課

2月28日 http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk3_000021.html

建設企業の連携によるフロンティア事業の公
募

国土交通省総合
政策局建設市場
整備課建設産業

2月28日 http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo14_hh_000180.html

コンベンション開催資金助成 東京都、東京観
光財団

2月28日 http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2011/01/22l1h300.htm

建設企業の連携によるフロンティア事業の公
募

内閣府沖縄総合
事務局

2月28日 http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/Business/town/frontier_besshi.pdf



2011年0３月

施策名 実施主体 公募開始 説明のURL 備考
平成23年度建設技術研究開発助成制度の公募 国土交通省大臣官房

技術調査課
3月8日 17：00

必着
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000125.html

「温室効果ガス排出削減量連動型中小企業グ
リーン投資促進事業（平成22年度補正予算事
業）」

経済産業省 低炭素投
資促進機構

3月4日 http://teitanso.force.com/green/toppage

平成23年度「こうち産業振興基金事業」公募 高知県産業振興セン
ター

3月4日 http://www.joho-kochi.or.jp/sangyo_shinko_kikin/index.html

緊急経済対策試作品づくり等支援事業 財団法人三重県産業
支援センター

3月15日 17：00
必着

http://www.miesc.or.jp/matching/shisaku-hatchu.html

中小企業大学校直方校研修生派遣補助金 北九州市 3月25日 http://www.ktc.ksrp.or.jp/sm/sub_nogata22.html
平成23年度　長野県農商工連携支援基金助成金 (財)長野県中小企業

振興センター　経営
支援部

3月31日 http://www.icon-nagano.or.jp/topic/2011/n-kikin/index.html

平成23年度長野県地域産業活性化基金事業 (財)長野県中小企業
振興センター　経営

支援部

3月31日 http://www.icon-nagano.or.jp/topic/2011/k-kikin/index.html

神戸市中小製造業投資促進助成制度 神戸市 3月31日 http://www.kobe-liaison.net/hojyo/index.html
ものづくり開発に係る人材定着促進事業補助金 コラボスクエア（東

広島市新産業創造セ
ンター）

3月31日 http://collabosquare.com/news/normal/post-373.html

研究開発支援施設活用推進事業補助金 コラボスクエア（東
広島市新産業創造セ

ンター）

3月31日 http://collabosquare.com/news/normal/post-323.html

長崎県新規高卒者緊急雇用促進奨励金 長崎県 3月31日 http://www.pref.nagasaki.jp/koyo/news/20101227/
加賀市緊急経営安定支援策利子補給金 加賀市 3月31日 http://www.city.kaga.ishikawa.jp/article/ar_detail.php?ev_init=1&ar

m_id=301-0237-8306
平成22年度産学連携トライアル補助金（予告） 新潟IPC財団 3月31日 http://niigata-ipc.or.jp/ipc/hojyo-hp/h22/trial10/bosyuu.html
平成22年度「神戸市中小製造業投資促進助成制
度」の募集

神戸市産業振興局 3月31日 17：00
必着

http://www.kobe-liaison.net/hojyo/

技術エキスパート育成補助金 大分県 3月31日 http://www.pref.oita.jp/soshiki/14200/gijyutuexpert.html
長崎県新規高卒者緊急雇用促進奨励金 長崎県 3月31日 http://www.pref.nagasaki.jp/koyo/news/20101227/index.html
島根県の中小企業を担う若手人材育成事業 島根県中小企業団体

中央会
3月31日 http://www.crosstalk.or.jp/wakatejinzai.pdf

施策名 実施主体 公募開始 説明のURL 備考
発展途上国における恵まれない孤児等への
支援活動に対する助成

（財）国際人材育成
機関

3月1日 http://www.i-ikusei.or.jp/assist/a02.html

平成23年度「石油供給構造高度化事業費補助金
（精製機能集約強化事業）」に係る補助事業者
の公募

経済産業省 資源エネ
ルギー庁資源・燃料
部石油精製備蓄課

3月1日 12：00
必着

http://www.enecho.meti.go.jp/info/tender/tenddata/1102/110210
a/110210a.htm

平成23年度スマートコミュニティ関連施策に係
る補助事業者の公募

経済産業省 資源エネ
ルギー庁新産業・社
会システム推進室

3月1日 12：00
必着

http://www.enecho.meti.go.jp/info/tender/tenddata/1102/110209
a/110209a.htm

平成23年度「経済産業人材育成支援研修事業」
に係る企画競争（補助事業実施者の公募）

経済産業省 貿易経済
協力局技術協力課

3月1日 18：00
必着

http://www.meti.go.jp/information/data/c110208bj.html

2011年03月中に締め切られる施策(中小企業対象)

締め切り日

締め切り日

2011年03月中に締め切られる施策（中小企業以外）
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平成23年度「経済産業人材育成支援専門家派遣
事業」に係る補助金

経済産業省 貿易経済
協力局技術協力課

3月1日 18：00
必着

http://www.meti.go.jp/information/data/c110208aj.html

鶏卵生産者経営安定対策事業の公募 農林水産省 生産局
畜産部 食肉鶏卵課

鶏卵食鳥班

3月2日 http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/110209.html

平成23年度「地域新成長産業創出促進事業費補
助金（ソーシャルビジネス・企業連携支援機能
強化事業）」

経済産業省 立地環境
整備課

3月3日 17：00
必着

http://www.meti.go.jp/information/data/c110210dj.html

平成23年度「地域新成長産業創出促進事業費補
助金（ソーシャルビジネスノウハウ移転・支援
事業／農商工連携等促進人材創出事業）」

経済産業省 立地環境
整備課

3月3日 17：00
必着

http://www.meti.go.jp/information/data/c110210cj.html

平成23年度「地域新成長産業創出促進事業費補
助金（ソーシャルビジネスコンソーシアム新事
業創出展開支援事業）」

経済産業省 経済産業
政策局地域経済産業
グループ立地環境整

備課

3月3日 17：00
必着

http://www.meti.go.jp/information/data/c110210ej.html

平成23年度「成長産業・企業立地促進等事業費
補助金」

経済産業省 地域経済
産業グループ

3月4日 12：00
必着

http://www.meti.go.jp/information/data/c110204ej.html

平成23年度 産地活性化総合対策事業（鳥獣被
害対策支援事業：取組基盤支援）の公募

農林水産省 生産局
農業生産支援課 鳥獣

被害対策室

3月4日 17：00
必着

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/110214_2.html

平成23年度経営局関係補助金等（推進事業）の
公募（第1回)

農林水産省経営局 3月7日 http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/keiei/110204.html

平成23年度新事業活動促進支援補助金「アイヌ
中小企業振興対策事業」

経済産業省 中小企業
庁事業環境部財務課

3月7日 17：00
必着

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/koubo/2011/110208AinuPro
motion-K.htm

平成23年度漁業運転資金融通円滑化対策事業に
係る補助事業者の公募

水産庁漁政部水産経
営課金融第2班

3月7日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110204_4.html

平成23年度漁協経営基盤強化推進事業の公募 水産庁漁政部水産経
営課指導室

3月7日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110204_6.html

平成23年度漁協資金融通円滑化事業の公募 水産庁漁政部水産経
営課指導室

3月7日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110204_7.html

平成23年度中小漁業関連資金融通円滑化事業の
公募

水産庁漁政部水産経
営課指導室

3月7日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110204_8.html

平成23年度漁業経営改善緊急対策事業の公募 水産庁水産経営課金
融第2班特別金融係

3月7日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110204_5.html

平成23年度さけ・ます漁業協力事業の公募 水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_28.html

平成23年度さけ・ます資源高品質化推進事業の
公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_50.html

平成23年度我が国周辺水域資源評価等推進事業
のうち漁船活用型資源情報収集等支援事業の公
募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_41.html

平成23年度我が国周辺水域資源評価等推進事業
のうち資源変動要因分析調査事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_40.html

平成23年度海外漁場持続的操業確保連携強化事
業のうち我が国周辺水域操業秩序維持事業の公
募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_30.html

平成23年度海外漁場持続的操業確保連携強化事
業のうち持続的漁業に向けた連携強化事業事業
の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_65.html

平成23年度海面養殖業振興対策費のうち資源・
環境に優しいクロマグロ増養殖技術開発事業の
公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_36.html
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平成23年度環境・生態系保全活動支援推進事業
の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_56.html

平成23年度漁協系統組織改革加速化事業の公募 水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_15.html

平成23年度漁業経営改善効率化支援事業の公募 水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_12.html

平成23年度漁業信用基金協会組織強化対策事業
の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_14.html

平成23年度漁業担い手確保・育成対策事業の公
募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_1.html

平成23年度漁場環境・生物多様性保全総合対策
事業のうち湖沼の漁場改善技術普及推進事業の
公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_57.html

平成23年度漁場環境・生物多様性保全総合対策
事業のうち赤潮・貧酸素水塊漁業被害防止対策
事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_43.html

平成23年度漁場機能維持管理事業のうち韓国・
中国等外国漁船操業対策事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_21.html

平成23年度漁場機能維持管理事業のうち漁場漂
流・漂着物対策促進事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_47.html

平成23年度漁場油濁被害対策費の公募 水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_44.html

平成23年度漁船安全操業対策事業のうちサイバ
イバル訓練・講習会実施事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_2.html

平成23年度漁船安全操業対策事業のうち漁船員
スキルアップ等講習会事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_3.html

平成23年度漁船等環境保全・安全推進技術開発
事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_37.html

平成23年度効率的・安定的沿岸漁業促進事業の
うち効率的・安定的沿岸漁業促進指導調査事業
の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_38.html

平成23年度国際管理措置対応型操業実証事業の
公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_29.html

平成23年度国際規制関係漁業経営安定パイロッ
ト事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_66.html

平成23年度国際資源評価等推進事業の公募 水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_42.html

平成23年度国産水産物安定供給推進事業の公募 水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_19.html

平成23年度産地の省エネルギー衛生管理技術開
発事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_58.html

平成23年度産地水産業強化支援事業の公募 水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_31.html

平成23年度資源管理指針等推進事業の公募 水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_20.html

平成23年度持続的養殖生産・供給推進事業のう
ち革新的養殖システム開発促進事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_48.html

平成23年度持続的養殖生産・供給推進事業のう
ち養殖生産管理高度化事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_49.html

平成23年度種苗放流による資源造成支援事業の
公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_53.html

平成23年度水産物フードシステム品質管理体制
構築推進事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_18.html
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平成23年度赤潮・磯焼け緊急対策のうち赤潮被
害対策施設整備実証事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_54.html

平成23年度赤潮・磯焼け緊急対策事業のうち食
圧分散のための海藻育成と基質面更新の複合対
策事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_61.html

平成23年度担い手代船取得支援リース事業の公
募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_13.html

平成23年度地域水産業の活性化に向けた漁港高
度利用促進事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_55.html

平成23年度内水面漁業振興対策事業のうち鰻供
給安定化事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_52.html

平成23年度内水面漁業振興対策事業のうち健全
な内水面生態系復元等推進事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_51.html

平成23年度日本沿岸域鯨類調査事業の公募 水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_67.html

平成23年度北方海域出漁者経営安定支援事業の
公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_64.html

平成23年度木材利用を促進する増殖技術開発事
業のうち、木材の利用率が高い増殖礁の開発・
普及事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_59.html

平成23年度有害生物漁業被害防止総合対策事業
のうち大型クラゲ国際共同調査事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_46.html

平成23年度有害生物漁業被害防止総合対策事業
のうち有害生物出現調査及び情報提供事業、改
良漁具等の導入促進事業、有害生物駆除事業、
有害生物陸上処理事業、有害生物被害軽減実証
事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_45.html

平成23年度遊漁船業安全対策等推進事業のうち
水産資源保護等啓発事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_24.html

平成23年度遊漁船業安全対策等推進事業のうち
釣り指導員活動事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_23.html

平成23年度遊漁船業安全対策等推進事業のうち
遊漁船等安全対策事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_22.html

平成23年度養魚用飼料向け未利用資源活用推進
事業のうち加工残さ等魚粉原料広域回収システ
ム開発事業の公募

水産庁漁港漁場整備
部整備課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_17.html

平成23年度水産業体質強化総合対策事業のうち
再編整備等推進支援事業の公募

水産庁漁政部企画課
水産業体質強化推進

室

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_69.html

平成23年度漁船・養殖施設整備等利子補給事業
の公募

水産庁漁政部水産経
営課

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_68.html

平成23年度海外漁業人材育成事業の公募 水産庁国際課海外漁
業協力室海外漁業協

力第2班管理係

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_25.html

平成23年度国際資源環境対策事業の公募 水産庁国際課海外漁
業協力室海外漁業協

力第2班管理係

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_27.html

平成23年度地域漁業振興協力事業の公募 水産庁国際課海外漁
業協力室海外漁業協

力第2班管理係

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_26.html

平成23年度海外水産業開発協力調査事業の公募 水産庁国際課海外漁
業協力第一班

3月8日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207.html

平成23年度「食と地域の交流促進対策交付金」
に係る公募

内閣府沖縄総合事務
局農林水産部経営課

3月10日 http://ogb.go.jp/nousui/press_info/110210_2/110210_1.pdf
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食と地域の交流促進対策交付金 農林水産省 農村振興
局

3月10日 17：00
必着

http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kouryu_koufukin.html

平成23年度メディア芸術人材育成支援事業の募
集

文化庁文化部芸術文
化課支援推進室メ
ディア芸術交流係

3月14日 http://www.bunka.go.jp/geijutsu_bunka/04media_ikusei/23_mediajin
zai_boshu.html

富山県エコドライブ講習受講費補助事業 富山県 3月15日 http://www.pref.toyama.jp/cms_cat/201010/kj00009496.html
「求人　プラス１（ワン）」新規学卒者応援事
業に係る登録事業所の募集

鹿児島県 3月18日 http://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-
rodo/rodo/koyoshien/plus1.html

平成22年度「アジア拠点化立地推進事業」＜平
成22年度補正予算事業＞

アジア拠点化立地推
進事業費補助金事務

局

3月22日 正午必
着

http://www.meti.go.jp/information/data/c110209aj.html

平成23年度活力ある漁村づくりモデル育成事業
の公募

水産庁漁港漁場整備
部防災漁村課

3月22日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_62.html

地域企業チャレンジ応援事業 あきた企業活性化セ
ンター

3月31日 http://www.bic-akita.or.jp/plaza/cgi-bin/coll/eventitem.cgi?496

ストック活用型住宅セーフティネット整備推進
事業

国土交通省ストック
活用型住宅セーフ

ティネット整備推進
事業実施支援室

3月31日 http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000042.html

バレー構想先端産業等立地促進補助金 三重県 3月31日 http://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/preferential/index.htm 2010年度までの時限措置
基幹産業立地促進補助金 三重県 3月31日 http://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/preferential/index.htm 2010年度までの時限措置
緊急経済対策設備投資促進補助金（研究開発施
設等）

三重県 3月31日 http://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/preferential/index.htm 2010年度までの時限措置

緊急経済対策設備投資促進補助金（製造施設） 三重県 3月31日 http://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/preferential/index.htm 2010年度までの時限措置
研究開発施設等立地促進補助金 三重県 3月31日 http://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/preferential/index.htm#6 2010年度までの時限措置
産業集積促進補助金 三重県 3月31日 http://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/preferential/index.htm 2010年度までの時限措置
地域資源活用型産業等立地促進補助金 三重県 3月31日 http://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/preferential/index.htm 2010年度までの時限措置
住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業（平成
22年度補正予算）

太陽光発電協会 3月31日 http://www.j-pec.or.jp/subsidy_system/h22n_gaiyou.html

農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業 農林水産長期金融協
会

3月31日 http://www.nokinkyo.or.jp/sinki22/sinki.gaiyou.pdf

平成22年度 木のいえ整備促進事業（長期優良
住宅普及促進事業）第2回募集

国土交通省住宅局住
宅生産課木造住宅振

興室

3月31日 http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000206.html



2011年0４月

施策名 実施主体 公募開始 説明のURL 備考
平成23年度　新製品・新技術開発助成事業 （財）東京都中小企

業振興公社
4月19日 17：00

必着
http://www.tokyo-
kosha.or.jp/support/josei/pdf/23_03kaihatsux.pdf

施策名 実施主体 公募開始 説明のURL 備考
平成22年度「レアアース等利用産業等設備導
入事業」の二次公募

株式会社野村総合研
究所

4月20日 17：00
必着

http://www.meti.go.jp/information/data/c110214aj.html

2011年04月中に締め切られる施策(中小企業対象)

締め切り日

2011年04月中に締め切られる施策(中小企業以外）

締め切り日



2011年0５月

施策名 実施主体 公募開始 説明のURL 備考
平成23年度予算に係る戦略的基盤技術高度化
支援事業の事前予告

経済産業省 中小企
業庁経営支援部創

業・技術課

5月10日 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2011/11214senryaku_k
oubo.htm

施策名 実施主体 公募開始 説明のURL 備考
高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進
事業の提案の募集（平成２３年度第１回）

国土交通省高齢者等
居住安定化推進事業

評価室

2011/5/1
3(仮)

http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000045.html

2011年05月中に締め切られる施策(中小企業対象）

締め切り日

2011年04月中に締め切られる施策(中小企業以外 )

締め切り日



2011年0７月

施策名 実施主体 公募開始 説明のURL 備考
内定採用奨励金制度および褒賞制度 山形県 7月29日 http://www.pref.yamagata.jp/ou/seikatsukankyo/110009/syoureiki

n.html

2011年07月中に締め切られる施策(中小企業対象)

締め切り日



2011年0８月

施策名 実施主体 公募開始 説明のURL 備考
平成23年度水産加工原料確保緊急対策事業の
公募

水産庁漁政部加工流
通課加工振興班

8月31日 17：00
必着

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/hozyo/110207_16.html

2011年08月中に締め切られる施策(中小企業以外)

締め切り日



2011年１０月

施策名 実施主体 公募開始 説明のURL 備考
平成23年度海外炭開発可能性調査事業に係る
公募について（予告）

NEDO　環境部 10月31日 https://app3.infoc.nedo.go.jp/informations/koubo/koubo/EV/nedo
koubo.2011-02-01.8692475986/

2011年10月中に締め切られる施策(中小企業以外)

締め切り日



以降その他

施策名 実施主体 公募開始 説明のURL 備考
共同振興事業(教育・研修事業) 名古屋市 毎年度6

月末日
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000011300.html

共同振興事業(見本市・展示会事業) 名古屋市 毎年度6
月末日

http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000011282.html

えひめ中小企業応援ファンド（活力創出助成
事業）

（財）えひめ産業振
興財団

随時 http://www.ehime-iinet.or.jp/zaidan/handbook/5-12.pdf

えひめ中小企業応援ファンド（地域密着型ビ
ジネス創出助成事業）

（財）えひめ産業振
興財団

随時 http://www.ehime-iinet.or.jp/zaidan/handbook/5-11.pdf

えひめ農商工連携ファンド（農商工連携助成
事業）

（財）えひめ産業振
興財団

随時 http://www.ehime-iinet.or.jp/zaidan/handbook/5-13.pdf

コマワリ （財）えひめ産業振
興財団

随時 http://www.ehime-iinet.or.jp/zaidan/handbook/5-9.pdf

“福井の強みを活かす”チャレンジ企業支援
事業

（財）ふくい産業支
援センター

随時 http://www.fisc.jp/archives/cat5/post_124.html

企業連携による繊維産地競争力強化モデル事
業

（財）ふくい産業支
援センター

随時 http://www.fisc.jp/archives/cat5/post_124.html

小売店との連携による福井ブランドめがね販
売モデル事業

（財）ふくい産業支
援センター

随時 http://www.fisc.jp/archives/cat5/post_124.html

農商工連携による新事業創出支援事業 （財）ふくい産業支
援センター

随時 http://www.fisc.jp/archives/cat5/post_124.html

研究開発助成金 （財）三菱ＵＦＪ技
術育成財団

随時 http://www.ehime-iinet.or.jp/zaidan/handbook/3-10.pdf

みやざき農商工連携応援ファンド事業助成金 （財）宮崎県産業支
援財団

随時 http://www.i-port.or.jp/siensaku/document/youkou.pdf

ものづくり産業新製品開発支援事業補助金 （財）宮崎県産業支
援財団

随時 http://www.i-port.or.jp/siensaku/document/kaihatusienyoukou.pdf

ものづくり産業販路開拓支援事業補助金 （財）宮崎県産業支
援財団

随時 http://www.i-port.or.jp/siensaku/document/hanroyoukou.pdf

SBIR 段階的競争選抜技術革新支援事業 （独）人新エネル
ギー・産業技術総合

開発機構

随時 http://www.ehime-iinet.or.jp/zaidan/handbook/3-7.pdf

ＩＳＯ認証取得助成金のご案内 （最大50万 足立区 随時 http://www.city.adachi.tokyo.jp/005/d03700042.html
エコアクション２１認証取得助成金 足立区 随時 http://www.city.adachi.tokyo.jp/005/d03700164.html
ホームページ作成助成金のご案内 足立区 随時 http://www.city.adachi.tokyo.jp/005/d03700003.html
起業・経営セミナー（中小企業セミナー等）
受講助成金

足立区 随時 http://www.city.adachi.tokyo.jp/005/d03700185.html

技術支援補助金 足立区 随時 http://www.city.adachi.tokyo.jp/005/d03200232.html
研究開発補助金 足立区 随時 http://www.city.adachi.tokyo.jp/005/d03200233.html
足立区スタートアップビジネス助成事業 足立区 随時 http://www.city.adachi.tokyo.jp/005/d03700107.html
先端技術実証・評価設備整備費等補助金 経済産業省 北海道

経済産業局
1月28日 http://www.hkd.meti.go.jp/hokig/h22inv_kyoten/index.htm

瀬戸市中小企業者研修支援補助金 瀬戸市 研修終了
後30日以

内

http://www.city.seto.aichi.jp/sosiki/sangyou/9585/006054.html

クリエイティブ産業立地促進助成金 仙台市 http://www.city.sendai.jp/keizai/sangyou/yuchi-
miryoku/support/creative.html

事業着手の30日前までに、交付指定
申請書の提出が必要

データセンター・ソフトウェア業立地促進助
成金

仙台市 http://www.city.sendai.jp/keizai/sangyou/yuchi-
miryoku/support/data.html

事業着手の30日前までに、交付指定
申請書の提出が必要

製造業立地促進助成金 仙台市 http://www.city.sendai.jp/keizai/sangyou/yuchi-
miryoku/support/munufacture.html

事業着手の30日前までに、交付指定
申請書の提出が必要

2011年以降に締め切られる施策、その他(中小企業対象)

締め切り日



以降その他

特定コールセンター・バックオフィス等立地
促進助成金

仙台市 http://www.city.sendai.jp/keizai/sangyou/yuchi-
miryoku/support/call.html

事業着手の30日前までに、交付指定
申請書の提出が必要

ホームページ作成支援 豊島区 随時 http://www.toshima.ne.jp/~tbsc/hojokin_sup.html#homepage
豊島区見本市等出展支援事業 豊島区 随時 http://www.toshima.ne.jp/~tbsc/hojokin_sup.html#mihonichi
今治市新産業創出支援助成金 今治市 産業振興部

産業情報課
随時 http://www.ehime-iinet.or.jp/zaidan/handbook/3-15.pdf

雇用維持促進利子助成補助金 鳥取県商工労働部雇
用人材総室労働政策

室

期間ごと
〆切

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=101644

中小企業知的財産権保護対策事業（補助金） 日本貿易振興機構経
済分析部知的財産課

他

随時 http://www.ehime-iinet.or.jp/zaidan/handbook/3-9.pdf

外国特許出願費用助成 東京都 随時 http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/shoko/josei_chizai.html
外国意匠・商標出願費用助成 東京都 随時 http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/shoko/josei_chizai.html
外国侵害調査費用助成 東京都 随時 http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/shoko/josei_chizai.html
特許調査費用助成（開発戦略策定支援助成事
業）

東京都 随時 http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/shoko/josei_chizai.html

平成23年度「東京都商店街パワーアップ基金
事業（助成金）」

（財）東京都中小企
業振興公社助成課

未定 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1102/0001.html

知的財産権取得支援事業補助金 板橋区 随時 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/019/019529.html 平成23年2月末日までに、特許審査請
求が終了する見込みがあること

施策名 実施主体 公募開始 説明のURL 備考
財団法人 新技術開発財団の新技術開発助成 （財）新技術開発財

団
随時 http://www.ehime-iinet.or.jp/zaidan/handbook/3-11.pdf

港湾関係：久慈港でバラ積み貨物を取り扱う
方への補助金

岩手県久慈市 H25.3.31 http://citykuji-kougyou.com/entry/#10

「親子でお出かけ大作戦事業」（補助金）の
追加募集

岐阜県 H22年度
中

http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/kosodate/shoshika-
taisaku/taisaku/subsidy4private_facilities.html

宮城県バス運行維持対策費補助金 宮城県 会計年度
内11/20

http://www.pref.miyagi.jp/soukou/shien/bus-kentan-yoko.pdf

宮城県バス運行対策費補助金 宮城県 会計年度
内11/20

http://www.pref.miyagi.jp/soukou/shien/%E5%AE%AE%E5%9F%8E%E
7%9C%8C%E3%83%90%E3%82%B9%E9%81%8B%E8%A1%8C%E5%AF%BE
%E7%AD%96%E8%B2%BB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E4%BA%
A4%E4%BB%98%E8%A6%81%E7%B6%B1.pdf

チャレンジプラン （財）えひめ産業振
興財団

随時 http://www.ehime-iinet.or.jp/zaidan/handbook/5-1.pdf

企業等の実証・評価設備等の整備に対する補
助金（事前情報提供）

経済産業省 未定 http://san-cluster.icr-eq.co.jp/topics/data.php?id=131

研究開発施設立地促進助成金 仙台市 http://www.city.sendai.jp/keizai/sangyou/yuchi-
miryoku/support/research.html

事業着手の30日前までに、交付指定
申請書の提出が必要

広域集客型産業立地促進助成金 仙台市 http://www.city.sendai.jp/keizai/sangyou/yuchi-
miryoku/support/service.html

事業着手の30日前までに、交付指定
申請書の提出が必要

みやぎの水田農業改革支援事業 宮城県 随時 http://www.pref.miyagi.jp/noenkan/suidennougyou/kentandokujigy
ou.htm

看護師等養成所運営費補助 宮城県 随時 http://www.pref.miyagi.jp/iryou/KANGO/KANGO005%28youseijoun
neihihojo%29.htm

宮城県鉄道軌道近代化設備整備費補助金 宮城県 随時 http://www.pref.miyagi.jp/soukou/shien/shien.htm
空き店舗有効活用支援事業（市町村振興総合
補助金）

宮城県 随時 http://www.pref.miyagi.jp/syokeisi/syokeisisin/hojyo/03_akitenpo.h
tm

歯科衛生士養成所巡回臨床実習教育事業補助 宮城県 随時 http://www.pref.miyagi.jp/iryou/IMU/IMU04.htm

2011年以降に締め切られる施策、その他(中小企業以外)

締め切り日



以降その他

商店街競争力強化推進事業（市町村振興総合
補助金）

宮城県 随時 http://www.pref.miyagi.jp/syokeisi/syokeisisin/hojyo/04_syoutenga
i_kyousouryoku.htm

商店街施設整備支援事業（市町村振興総合補
助金）

宮城県 随時 http://www.pref.miyagi.jp/syokeisi/syokeisisin/hojyo/01_syoutenga
i_sisetsu.htm

商店街情報化支援事業（市町村振興総合補助
金）

宮城県 随時 http://www.pref.miyagi.jp/syokeisi/syokeisisin/hojyo/02_syoutenga
i_jyouhouka.htm

森林育成事業補助金 宮城県 随時 http://www.pref.miyagi.jp/sinrin/ikusei/zourin/shinrinikusei.htm
中心市街地商業活性化基本計画等策定支援事
業

宮城県 随時 http://www.pref.miyagi.jp/syokeisi/syokeisisin/hojyo/05_tyusinsiga
ichi_keikaku.htm

実施期間　平成22年度～平成25年度

中心市街地商業活性化推進事業 公益財団法人福島県
産業振興センター

随時 http://www.utsukushima.net/shougyo/

院内保育事業運営費補助 随時 http://www.pref.miyagi.jp/iryou/KANGO/KANGO006%28innnaihoik
u%29.htm



雇用労働助成金

施策名 申請先 公募開 説明のURL
有期実習型訓練に対する助成（対象有期実習
型訓練）

（独）雇用・能力開発機構都道
府県センター

http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3-b-5.html

自発的な職業能力開発の支援に対する助成
（対象自発的職業訓練等）

（独）雇用・能力開発機構都道
府県センター

http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3-b-6.html

中小企業基盤人材確保助成金 （独）雇用・能力開発機構都道
府県センター

http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-1.html

中小企業雇用創出等能力開発助成金 （独）雇用・能力開発機構都道
府県センター

http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3.html

中小企業人材確保推進事業助成金 （独）雇用・能力開発機構都道
府県センター

http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-1-b.html

建設教育訓練助成金 （独）雇用・能力開発機構都道
府県センター

http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-2.html

建設事業主雇用改善推進助成金 （独）雇用・能力開発機構都道
府県センター

http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-2-b.html

専門的な訓練に対する助成（対象職業訓練） （独）雇用・能力開発機構都道
府県センター

http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3-b-2.html

建設事業主団体雇用改善推進助成金 （独）雇用・能力開発機構都道
府県センター

http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-2-d.html

［育児・介護雇用安定等助成金］中小企業子
育て支援助成金

（財）21世紀職業財団地方事務
所

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/30.pdf

定年引上げ等奨励金（中小企業定年引上げ等
奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・高
年齢者雇用確保充実奨励金）

（独）高齢・障害者雇用支援機
構

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/2.pdf

中小企業定年引上げ等奨励金 （独）高齢・障害者雇用支援機 http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy30-
地域再生中小企業創業助成金 管轄労働局 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/19.pdf
建設業新分野教育訓練助成金 管轄労働局 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/33.pdf
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成 ハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/1.pdf
障害者初回雇用奨励金（ファースト・ステッ
プ奨励金）

管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/11.pdf

事業協同組合等障害者雇用促進助成金 管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/13.pdf
中小企業雇用安定化奨励金
（正社員転換制度奨励金・共通処遇制度奨励
金・共通教育訓練制度奨励金）

管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/23.pdf

既卒者育成支援奨励金 管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/kisotsu_j.pdf
地方再生中小企業創業助成金 管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-
地方再生中小企業創業助成金 愛媛県労働局又はハローワーク http://www.ehime-iinet.or.jp/zaidan/handbook/4-8.pdf
地域再生中小企業創業助成金 愛媛県労働局又はハローワーク http://www.ehime-iinet.or.jp/zaidan/handbook/4-9.pdf

施策名 申請先 公募開 説明のURL
キャリア形成促進助成金（訓練等支援給付
金・職業能力評価推進給付金・地域雇用開発

（独）雇用･能力開発
機構都道府県センター

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/21.pdf

雇用・労働関係補助助成金(中小企業対象)

締め切り日

雇用・労働関係補助助成金(中小企業以外)

締め切り日



雇用労働助成金

キャリア形成促進助成金 （独）雇用・能力開発機構都道
府県センター

http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3-b.html

短時間等労働者への訓練に対する助成（対象
短時間等職業訓練）

（独）雇用・能力開発機構都道
府県センター

http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3-b-3.html

職業能力評価推進給付金 （独）雇用・能力開発機構都道
府県センター

http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3-b-7.html

地域雇用開発能力開発助成金 （独）雇用・能力開発機構都道
府県センター

http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3-a.html

建設業人材育成支援助成金 （独）雇用・能力開発機構都道
府県センター

http://www.ehdo.go.jp/gyomu/5-2-1.html

短時間労働者均衡待遇推進等助成金 （財）21世紀職業財団地方事務 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/27.pdf
［育児・介護雇用安定等助成金］事業所内保
育施設設置・運営等助成金

（財）21世紀職業財団地方事務
所

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/30.pdf

［育児・介護雇用安定等助成金］両立支援レ
ベルアップ助成金

（財）21世紀職業財団地方事務
所

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/30.pdf

介護基盤人材確保等助成金 （財）介護労働安定センター都
道府県支部

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/24.pdf

介護未経験者確保等助成金 （財）介護労働安定センター都
道府県支部

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/24.pdf

介護労働者設備等整備モデル奨励金 （財）介護労働安定センター都
道府県支部

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/24.pdf

自立就業支援助成金（高年齢者等共同就業機
会創出助成金）

（独）高齢・障害者雇用支援機
構

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/18.pdf

障害者雇用納付制度に基づく助成金 （独）高齢・障害者雇用支援機 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/34.pdf
高年齢者雇用モデル企業助成金 （独）高齢・障害者雇用支援機 http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy30-
高年齢者雇用確保充実奨励金 （独）高齢・障害者雇用支援機 http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy30-
高年齢者等共同就業機会創出助成金 （独）高齢・障害者雇用支援機

構
H23/6/3
0廃止

http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy.html

地域雇用開発助成金（地域求職者雇用奨励
金・地域求職者雇用奨励金（中核人材用）・
沖縄若年者雇用促進奨励金）

管轄労働局 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/5.pdf

通年雇用奨励金 管轄労働局 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/6.pdf
建設業離職者雇用開発助成金 管轄労働局 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/14.pdf
精神障害者雇用安定奨励金（精神障害者支援
専門家活用奨励金；社内精神障害者支援専門
家奨励金；社内理解促進奨励金；ピアサポー
ト体制整備奨励金）

管轄労働局 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/35.pdf

障害者就業・生活支援センター設立準備助成 管轄労働局 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/36.pdf
労働移動支援助成金（求職活動等支援給付
金・再就職支援給付金）

管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/3.pdf

特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者
雇用開発助成金・緊急就職支援者雇用開発助
成金・高年齢者雇用開発特別奨励金）

管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/4.pdf

派遣労働者雇用安定化特別奨励金 管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/7.pdf
若年者等正規雇用化特別奨励金 管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/8.pdf
発達障害者雇用開発助成金 管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/9.pdf



雇用労働助成金

難治性疾患患者雇用開発助成金 管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/10.pdf
特例子会社等設立促進助成金 管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/12.pdf
試行雇用（トライアル雇用）奨励金 管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-
精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及び
グループ雇用奨励加算金

管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/16.pdf

自立就業支援助成金（受給資格者創業支援助
成金）

管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/17.pdf

職場適応訓練費 管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/20.pdf
［育児・介護雇用安定等助成金］育児休業取
得促進等助成金（育児休業取得促進措置・短
時間勤務促進措置）

管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/31.pdf

成長分野等人材育成支援事業 管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f-
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-

top-b.pdf
3年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金 管轄労働局又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-

top-a.pdf
試行雇用奨励金 地方運輸又はハローワーク http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/15.pdf
事業主等委託訓練費 県庁労政雇用課他 http://www.ehime-iinet.or.jp/zaidan/handbook/4-1.pdf
受給資格者創業支援助成金 ハローワーク（四国エリア） http://www.ehime-iinet.or.jp/zaidan/handbook/4-2.pdf
職場意識改善助成金 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/jyoseikin.h


