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syo 
【資金】 
・設備貸与制度（(公財)岡山県産業振興財団）  ３ 

・新規創業資金（岡山県）  ３ 

・新事業創出資金融資（岡山市）  ４ 

・創業資金融資（岡山市）  ５ 

・創業等支援資金制度（倉敷市）  ５ 

・小規模事業者経営改善資金融資制度（岡山県商工会連合会）  ６ 

・岡山県内商工会会員向け特別融資制度（岡山県商工会連合会）  ６ 

・新規開業資金（日本政策金融公庫 国民生活事業）  ７ 

・女性、若者・シニア企業家資金（日本政策金融公庫 国民生活事業）  ８ 

・新創業融資制度（日本政策金融公庫 国民生活事業）  ９ 

・創業支援貸付利率特例制度（日本政策金融公庫 国民生活事業）  １０ 

・挑戦支援資本強化特例制度（資本制ローン）（日本政策金融公庫 国民生活事業）  １０ 

・エンジェル税制（岡山県）  １１ 

・起業支援ファンド（（独）中小企業基盤整備機構）  １２ 

・小規模企業共済（（独）中小企業基盤整備機構）  １２ 

・（一社）中国地域ニュービジネス協議会  １３ 

 
【補助金・助成金】 
・きらめき岡山創成ファンド支援事業助成金（(公財)岡山県産業振興財団）                                １４ 

・おかやまチャレンジサポート補助金（岡山県）     １４ 

・創業者支援事業補助金（岡山市）  １５ 

・岡山市空き店舗対策事業（岡山市）  １６ 

・津山市中心市街地空き店舗等対策事業（津山市） 

・創業等サポート補助金（津山市）                           

 

                               

１６ 

１６   

・起業支援事業補助金（笠岡市）  １７ 

・真庭市起業支援事業補助金（真庭市）  １８ 

・岡山市岡山大学連携型起業家育成施設入居者支援事業（岡山市）  １９ 

・岡山市オンリーワン企業育成支援事業（岡山市）  １９ 

・がんばる中小企業応援事業費補助金（倉敷市）  １９ 

・キャリア形成促進助成金（岡山労働局）  ２１ 

・創業・第二創業促進補助金（中国経済産業局）  ２４ 

・（一社）中国地域ニュービジネス協議会  ２５ 

 
【相談・アドバイス】 
・窓口相談、専門家派遣（(公財)岡山県産業振興財団）  ２６ 

・岡山県女性創業サポートセンター（(公財)岡山県産業振興財団）  ２６ 

・岡山市中小企業振興室（岡山市）  ２６ 

・おかやま創業ネットワーク（岡山市）  ２７ 

・くらしき創業サポートセンター（倉敷市）  ２７ 

・つやま産業支援センター（津山市）  ２８ 

・かさおか創業サポートセンター「かさおか創業サロン」（笠岡市）  ２８ 

・真庭市内創業相談窓口（真庭市）  ２８ 

・岡山県商工会連合会並びに県下２０商工会（岡山県商工会連合会）  ２９ 

・窓口相談支援（岡山商工会議所）  ２９ 

・経営相談（（独）中小企業基盤整備機構）  ３０ 

・企業組合制度の設立・相談（岡山県中小企業団体中央会）  ３０ 

・会員支援事業（（社）中国地域ニュービジネス協議会）  ３０ 

 
【施設提供】 
・おかやまインキュベータ協議会（岡山県・(公財)岡山県産業振興財団）  ３１ 

目 次 
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・岡山リサーチパーク・インキュベーションセンター（ＯＲＩＣ）  ３１ 

・「ＯＲＩＣ創業準備室」（岡山リサーチパーク・インキュベーションセンター（ＯＲＩＣ）  ３２ 

・Ｔ－ＢＩＳＣ(Tokyo Business Incubation Support Center) （ＯＲＩＣ）  ３２ 

・くらしきベンチャーオフィス（ＫＶＯ）（倉敷市）  ３２ 

・児島産業振興センターデザイナーズインキュベーション（倉敷市） 

・シェアオフィス アートインク津山（レプタイル㈱・つやま産業支援センター） 

 ３３ 

３３ 

・テクノフロンティア岡山（賃貸工場・賃貸オフィス）（（独）中小企業基盤整備機構）  ３４ 

・岡山大インキュベータ（賃貸施設）（独）中小企業基盤整備機構）  ３４ 

・ＢｕｓｉＮｅｓｔ(ビジネスサポート施設) （独）中小企業基盤整備機構）  ３５ 

・指導員派遣及び施設設備貸与（（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構岡山職業訓練支援センター）  ３５ 

 
【研修・セミナーなど】 
・創業者サロン（(公財)岡山県産業振興財団）  ３６ 

・ビジネスプラン設計セミナー（(公財)岡山県産業振興財団）  ３６ 

●プレ・インキュベーションセミナー（創業支援研修）（(公財)岡山県産業振興財団）  ３６ 

・女性創業支援研修（創業塾）（(公財)岡山県産業振興財団）  ３６ 

・女性創業支援研修（創業セミナー）（(公財)岡山県産業振興財団）  ３６ 

・ＯＲＩＣセミナー（岡山リサーチパーク・インキュベーションセンター（ＯＲＩＣ））  ３７ 

・ＯＲＩＣ 交流会（岡山リサーチパーク・インキュベーションセンター（ＯＲＩＣ））  ３７ 

・３Ｄプリンター初級セミナー（岡山リサーチパーク・インキュベーションセンター（ＯＲＩＣ））              ３７ 

●起業家塾（岡山市）  ３７ 

・女性創業セミナー（岡山市）  ３７ 

・開業・創業セミナー（岡山市）  ３８ 

・開業・創業相談会（岡山市）  ３８ 

・創業者交流会（岡山市）  ３８ 

●くらしき創業サポートセンター起業塾（倉敷市）  ３８ 

●つやま産業塾（津山市）  ３９ 

●まにわ創業塾（真庭市）  ３９ 

●かさおか創業塾（笠岡市）  ４０ 

●創業スクール（岡山商工会議所）  ４１ 

・創業者交流会（岡山商工会議所）  ４１ 

●企業組合制度による創業セミナー（岡山県中小企業団体中央会）  ４１ 

・在職者訓練(能力開発セミナー)（（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構岡山職業訓練支援センター）  ４１ 

・（一社）中国地域ニュービジネス協議会  ４２ 

・ちょこっとゼミナール（（独）中小企業基盤整備機構）   ４２ 

※「●」については産業競争力強化法に基づく特定創業支援事業に該当 
 
【情報の活用（情報発信）等】 
・販路開拓商談会（(公財)岡山県産業振興財団）  ４３ 

・第１２回しんきんビジネス合同交流会（(公財)岡山県産業振興財団）  ４３ 

・ベンチャーマーケット岡山（(公財)岡山県産業振興財団）  ４３ 

・創業検討者及び創業間もない方へのメール配信（倉敷市）  ４４ 

・特産品アンテナショップ「むらからまちから館」による販路開拓支援(岡山県商工会連合会)  ４４ 

・新価値創造展（中小企業総合展）（（独）中小企業基盤整備機構）  ４４ 

・Ｊ－Ｎｅｔ２１((独）中小企業基盤整備機構）  ４４ 

・経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」（（独）中小企業基盤整備機構）  ４５ 

・経営自己診断システム（（独）中小企業基盤整備機構）  ４５ 

・ベンチャーミーティング（岡山県）  ４５ 

・（一社）中国地域ニュービジネス協議会情報提供  ４５ 

 
【その他の支援施策】 
・産業競争力強化に基づく地域における創業支援 （中国経済産業局）   ４６ 
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施策(事業)名称 対 象 ・ 内 容 ・ 条 件 等 

（公財）岡山県産業振

興財団 

設備貸与制度 

 

 

◎中小企業者等の設備投資に対する支援 

対  象：①原則従業員２０人以下で経営革新に取り組む中小企業者、創業者 

②原則従業員１００人以下で経営基盤の強化に取り組む中小企業者、創業者 

 

対象設備：創業及び経営基盤の強化に資する設備 

※土地・建物は対象外 

※中古設備・建設機械・車輌等は割賦のみ対象 

 

限 度 額：１００万円～１億円以下 

 

利  率：割賦損料 

◇割賦損料率     年利率  １．４４ ％ ～ ２．６２ ％ 

◇月額リース料率   ７年の場合１．３５２％ ～ １．４０８％ 

※割賦損料率及びリース料率は直近決算書２期分を元に決定いたします。 

※次の（１）～（３）のいずれかに該当する方は、契約期間内であって 

 最長７年間、更に低利でご利用いただけます。 

（１）経営革新計画の承認を受けている 

（２）ものづくり重点４分野（超精密生産技術、バイオ、医療・福祉・健康、環境） 

   地場産業（繊維、耐火物、機械金属関連） 
   航空機 
   食品の分野 
（３）新分野進出、新技術の導入、新製品の開発 
【経営革新計画承認企業等の料率】 

・割賦損料率     年利率  ０．７２ ％ ～ １．３１ ％ 

・月額リース料率   ７年の場合１．３１８％ ～ １．３４６％ 
※創業者等であって一定の要件を満たす方は、割賦損料の一部（原則当初２年間分）

を県が直接補助する制度をご利用いただけます。 
 

期  間：３～１０年以内 

※割賦販売は据置６ヶ月以内を含む 

 

支払方法：口座振替 

 

担  保：原則として不要 

 

保 証 人：原則１名以上（経営者保証ガイドラインにより判断） 

 

そ の 他：割賦販売は保証金１０％必要 

 
【お問合せ先】 

(公財)岡山県産業振興財団 経営支援部 設備資金課 

 ＴＥＬ：０８６－２８６－９６９７ 

 

岡山県 

新規創業資金 

 

◎創業者に対する融資 

    融資対象者：創業者又は新規中小企業者であって、次のいずれかに該当するもの 

① １ヶ月以内に新たに事業を開始する個人 

② ２ヶ月以内に新たに会社を設立して事業を開始する個人 

資 金 
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③ 事業を開始した日から５年を経過していない個人 

④ 設立の日から５年を経過していない会社 

資 金 使 途：事業に必要な運転資金及び設備資金（建物又は設備と一体的に取得する土

地の取得資金を含む） 

融資限度額：１,５００万円 ただし、融資対象者①又は②の場合で、借入金額が、 

１,０００万円を超えるときは借入金額と同額以上の自己資金が必要 

融 資 利 率：１.３５％以内／年（変動） 

保 証 料 率：０.７％／年 

融 資 期 間：１０年以内（うち据置２年以内） 

担 保：無担保 

保 証 人：無保証人 

（融資対象者④の場合は原則として法人、代表者を保証人とする） 

備 考：必ず「事業を営んでいない個人」による創業又は設立に限る。 

信 用 保 証：必ず信用保証協会の保証付き 

  

 ※創業ゼロ金利補助金   

   補助金対象者：新規創業資金等を借り入れた創業者（創業後５年未満の新規中小企業者を

含む）又は経営革新資金を借り入れた第二創業者であって、次のいずれか

に該当するもの 

① 融資を受けた金融機関の推薦を受けた創業者 

② （公財）岡山県産業振興財団の推薦を受け、新規創業資金を借入れ

て新事業展開又は設備投資を行う新規中小企業者 

③ （公財）岡山県産業振興財団の推薦を受け、経営革新資金を借入れ

て新分野進出や新事業展開を行う第二創業者 

④ 国の創業促進補助金又は県のおかやまチャレンジサポート補助金 

の交付を受けた者 

   補助期間：融資を受けた日から２年間 

   補助対象：利子及び保証料 

        ただし、平成２８年１２月までに融資実行したものに限る 

 

【お問合せ先】 

岡山県産業労働部 経営支援課 金融支援班 

ＴＥＬ：０８６－２２６－７３６１ 

 

岡山市 

新事業創出資金融資 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎新規開業等に際し、資金を必要とされる場合の融資 

・融資対象者：市内に住所又は主たる事務所を有し、下記のいずれかに該当する者 

 ①１か月以内に、新たに事業を開始する具体的な計画を有する個人  

 ②２か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有する個人 

 ③中小企業者が新たに会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有する会社 

 ④上記のいずれかの要件を満たし、創業後５年を経過していない者 

・融資限度額：１,０００万円（ただし、①・②に該当する方は、借入金額と同額以上の自己資

金が必要） 

・利 率：年１．５５％ 

・保証料：年０.７％ 

・融資期間：７年以内（据置き１年以内を含む） 

・保証人：不要（会社の代表者を除く） 

・担 保：無担保 

 

【お問合せ先】 

 岡山市 産業振興・雇用推進課 中小企業振興室 

ＴＥＬ：０８６－８０３－１３２５ 
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岡山市 

創業資金融資 

 

 

◎新規開業等に際し、資金を必要とされる場合の融資 

・融資対象者：市内に住所又は主たる事務所を有し、下記のいずれかに該当する者 

 ①同一事務所に２年以上継続して勤務し、同種の事業を営もうとする者 

 ②市の指定する創業塾等を修了し、市の認定を受けた者 

 ③市起業家塾を修了し、市の認定を受けた者 

・融資限度額：１,０００万円 

・利 率：年１．５５％ 

・保証料：年０.４５％～１.７６％ 

・融資期間：７年以内（据置き１年以内を含む） 

・保証人：保証協会の定めるところによる 

・担 保：必要に応じ徴求 

 

【お問合せ先】 

 岡山市 産業振興・雇用推進課 中小企業振興室 

  ＴＥＬ：０８６－８０３－１３２５ 

 

倉敷市 

創業等支援資金制度 

 

 

［対象］ 

◎次に該当する中小企業者 

① 事業を営んでいない個人で、１カ月以内に新たに市内で事業を開始する具体的計画を有す 

  る者 

② 事業を営んでいない個人で、２カ月以内に市内に新たに会社を設立し事業を開始する具体

的計画を有する者 

③ 既存事業を継続しつつ新たに市内に会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する会      

  社 

④ 事業を営んでいない個人で、新たに市内で事業を開始し、その事業開始日から５年を経過

していない者 

⑤ 事業を営んでいない個人で、新たに市内に会社を設立し、その設立日から５年を経過して

いない者 

⑥ 既存事業を継続しつつ新たに市内に会社を設立し、その設立日から５年を経過していない

会社 

◎市税を完納している者 

◎市内に住所を有する者又は市内に主たる事業所・事務所を有する法人で、市内で創業（

予定を含む）している者 

 

［内容］ 

◎資金使途：運転資金・設備資金 

◎融資額：１,０００万円以内（創業等関連保証の限度額以内） 

      ※①②については、自己資金額が融資限度額 

◎融資利率：年１.８５％（変動金利） 

◎信用保証料：年０.７％ 

◎貸付期間：１年を超え１０年以内（据置２年以内） 

◎連帯保証人：個人は不要、法人は代表者 

◎担保：不要 

 

[特例] 

くらしき創業サポートセンターが実施する起業塾の受講など、産業競争力強化法の認定特定創

業支援事業により支援を受けたことについて市町村長が発行する証明書をお持ちの方は、創業

等支援資金について以下の特例が受けられます。 

・①の１カ月・②の２カ月が、６カ月に期間延長となる。 

・融資上限額が１，５００万円まで拡大となる。 
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・自己資金についての規定が適用されなくなり、自己資金の有無に関わらず融資の申し込みが

可能となる。 

 

[必要書類] 

・信用保証委託申込書（所定様式） 

・申込者の納税証明書（固定資産税評価・課税証明書を含む） 

・創業計画書 

・住民票抄本（個人のみ） 

・代表者の住民票抄本（法人のみ） 

・商業登記簿謄本及び定款の写し（法人のみ） 

 

※その他使途により、見積書や営業許可、受注工事明細書等審査に必要な書類があります。 

 

［申し込み先］ 

～中国銀行、トマト銀行、水島信用金庫、玉島信用金庫、みずほ銀行等の取扱金融機関の倉敷

市内の本支店に直接お申し込みください。 

 

【お問合せ先】 

倉敷市商工課 

ＴＥＬ：０８６－４２６－３４０５  ＦＡＸ：０８６－４２１－０１２１ 

E-mail:cmind@city.kurashiki.okayama.jp 

 

岡山県商工会連合会 

小規模事業者経営改善

資金融資制度 

 

 

 

◎経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々を支援するため、無担保・無保証人・低利で融資

する制度です。 

 

■ご利用いただける方 

常時使用する従業員が２０人以下（商業又はサービス業の場合は５人以下）の法人及び・個

人事業主の方で、以下の要件をすべて満たす方 

・商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を原則６カ月以上受けている方 

・所得税、法人税、事業税、都道府県民税などの税金を完納している方 

・原則として同一地区で１年以上事業を行っている方 

・商工業者であり、かつ日本政策金融公庫国民生活事業の融資対象業種を営んでいる方 

■ご融資の条件 

・対象資金：運転資金、設備資金 

・融資限度額：２，０００万円（平成２６年４月～） 

・返済期間：運転資金７年以内、設備資金１０年以内 

（据置期間は運転資金１年以内、設備資金は２年以内） 

・利率：１．３％（平成２８年４月１３日現在、年利） 

・無担保・無保証人 

 

【お問合せ先】 

岡山県内商工会 

岡山県商工会連合会 広域サポートセンター 

ＴＥＬ：０８６－２２４－４３４１ 

 

岡山県商工会連合会 

岡山県内商工会会員向

け特別融資制度 

 

 

◎「岡山県内商工会会員向け特別融資制度」は、商工会の会員であれば優遇された条件で融資を

受けることができる制度です。 

 

■提携先 

中国銀行、トマト銀行、おかやま信用金庫、水島信用金庫、津山信用金庫、玉島信用金庫、
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備北信用金庫、吉備信用金庫、日生信用金庫、備前信用金庫、笠岡信用組合 

■制度の特徴 

・原則、担保・第三者保証人不要 

・スピーディーな審査、優遇金利措置などのメリット 

■お申込いただける方 

・岡山県内の商工会会員である方 

・会費を完納していること 

※提携先により業暦1年以上などの条件があります。 

詳しくは岡山県下商工会までご確認下さい。 

 

【お問合せ先】 

岡山県内商工会  

岡山県商工会連合会 広域サポートセンター地域経済対策課   

ＴＥＬ：０８６－２２４－４３４１ 

 

日本政策金融公庫 

〈新企業育成貸付〉 

新規開業資金 

 

 

◎「新たに事業を始める方や事業開始後７年以内の方への融資制度 

 

［ご利用いただける方］ 

次のいずれかに該当される方 

１．現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方  

（１）現在お勤めの企業に継続して６年以上お勤めの方 

（２）現在お勤めの企業と同じ業種に通算して６年以上お勤めの方 

 

２．大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、 

その職種と密接に関連した業種の事業を始める方 

３．技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方 

４．雇用の創出を伴う事業を始める方 

５．産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業（注１）を受けて事業を始める方 

６．地域創業促進支援事業（注２）による支援を受けて事業を始める方 

７．公庫が参加する地域の創業支援ネットワーク（注３）から支援を受けて事業を始める方 

８．民間金融機関（注４）と公庫による協調融資を受けて事業を始める方 

９．１～８のいずれかを満たして事業を始めた方で事業開始後おおむね７年以内の方 

 

［資金のお使いみち］ 

新たに事業を始めるためまたは事業開始後に必要とする資金 

 

［ご融資額］ 

７,２００万円以内（うち運転資金４,８００万円以内） 

 

［ご返済期間］ 

・設備資金 

２０年以内＜うち据置期間２年以内＞ 

・運転資金 

７年以内＜うち据置期間２年以内＞ 

 

 [利率（年利％）平成２８年４月１３日現在] 

・〔基準利率＝１．２５～２．２５〕 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資（転換社債、

新株引受権付社債、新株予約権および新株予約権付社債等を含む。）を受けた方（注５）の設

備資金・運転資金の場合 ［特利Ａ＝０．８５～１．８５］ 

・認定商店街活性化事業計画を作成した商店街振興組合等が運営する商店街の空き店舗におい
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て事業を行うために必要な設備資金・運転資金の場合 ［特利Ｂ＝０．６０～１．６０］ 

・技術・ノウハウ等に新規性のみられる方の設備資金（土地取得資金を除く）・運転資金の場合 

〔特別利率Ｃ＝０．３５～１．３５〕 

 
[担保・保証人] 
お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 

 

（注１）市町村が作成し、国が認定した創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業をい

います。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。 

（注２）詳しくは、地域創業促進支援事業管理事務局（株式会社パソナ）ホームページまたは

創業スクールホームページをご覧ください。 

（注３）詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。 

（注４）都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫または信用組合をいいます。 

（注５）一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせくださ

い。 

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。 

※技術・ノウハウ等に新規性がみられる方のうち、一定の要件を満たす方は挑戦支援資本

強化特例制度（資本性ローン）もご利用いただけます。 

※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがございます 

 

【お問合せ先】 
 日本政策金融公庫 国民生活事業 事業資金専用相談ダイヤル 
  ＴＥＬ：０１２０－１５４－５０５ 
 

日本政策金融公庫 

〈新企業育成貸付〉 

女性、若者・シニア企

業家資金 

 

 

◎女性または３０歳未満か５５歳以上の方への創業融資制度 
 
[ご利用いただける方] 
女性または３０歳未満か５５歳以上の方であって、新たに事業を始める方や事業開始後おおむ

ね７年以内の方 

 

[資金のお使いみち] 
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金 
 

[ご融資額] 
７，２００万円以内（うち運転資金４，８００万円以内） 
 

[ご返済期間]  
・設備資金 

２０年以内＜うち据置期間２年以内＞ 

・運転資金 

７年以内＜うち据置期間２年以内＞ 

 

[利率（年利％)平成２８年４月１３日現在] 
運転資金及び設備資金（土地取得資金を除く） 
〔特別利率Ａ＝０．８５～１．８５〕 

運転資金及び設備資金（土地取得資金を除く、技術・ノウハウ等に新規性がみられる方※注） 

〔特別利率Ｃ＝０．３５～１．３５〕 

設備資金（土地取得資金） 

〔基準利率 ＝１．２５～２．２５〕 

 
[担保・保証人] 
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 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 
 

（注）一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。 

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。 

※技術・ノウハウ等に新規性がみられる方のうち、一定の要件を満たす方は挑戦支援資本強

化特例制度（資本性ローン）もご利用いただけます。 

※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがございます。 
 

【お問合せ先】 
 日本政策金融公庫 国民生活事業 事業資金専用相談ダイヤル 
  ＴＥＬ：０１２０－１５４－５０５ 
 

日本政策金融公庫 

新創業融資制度 

 

 

◎無担保・無保証人でご利用いただける創業融資制度 

 

【ご利用いただける方】 

次の１～３のすべての要件に該当する方  

１． 創業の要件 

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を２期終えていない方 

２． 雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能等の要件 

次のいずれかに該当する方。ただし、本制度の貸付金残高が３００万円以内（今回のご融

資分も含みます。）の女性（女性小口創業特例） については、本要件を満たすものとしま

す。 

（１）雇用の創出を伴う事業を始める方 

（２）技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方 

（３）現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方 

（ア）現在の企業に継続して年６以上お勤めの方 

（イ）現在の企業と同じ業種に通算して６年以上お勤めの方 

（４）大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して２年以上お勤めの方で、 

その職種と密接に関連した業種の事業を始める方 

（５）産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業（注１）を受けて事業を始める方 

（６）地域創業促進支援事業（注２）による支援を受けて事業を始める方 

（７）公庫が参加する地域の創業支援ネットワーク（注３）から支援を受けて事業を始める方 

（８）民間金融機関（注４）と公庫による協調融資を受けて事業を始める方 

（９）既に事業を始めている場合は、事業開始時に(１)～(８)のいずれかに該当した方 

３． 自己資金の要件 

事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資

金総額の１０分の１以上の自己資金（注５）を確認できる方。（注６）ただし、以下の要

件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。  

（１）前２(３)～(８)に該当する方 

（２）新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方 

（ア）技術・ノウハウ等に新規性が見られる方（注７） 

（イ）経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は地域産業資源活用 

事業計画の認定を受けている方 

（ウ）新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産 

や役務の提供に６ヵ月以上を要し、かつ３事業年度以内に収支の黒字化が見込める方 

（３）中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方 

 

（注１） 市町村が作成し、国が認定した創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業を 

いいます。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。 

（注２） 詳しくは、地域創業促進支援事業管理事務局（株式会社パソナ）ホームページまたは創

業スクールホームページをご覧ください。 
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（注３）詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。 

（注４）都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫または信用組合をいいます。 

（注５）事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。 

（注６）女性小口創業特例に該当する方も、自己資金要件を満たすことは必要です。 

（注７）一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。 

※審査の結果、ご希望に添えないことがございます。 

 

［ご融資額］ 

３,０００万円以内（運転資金１，５００万円以内） 

 

［ご返済期間］ 

各種融資制度で定めるご返済期間以内 

 

［利率（年利％）平成２８年４月１３日現在］ 

〔基準利率＝２．２５〕 

〔特別利率Ａ＝１．９５〕 

〔特別利率Ｂ＝１．７０〕 

〔特別利率Ｃ＝１．４５〕 

★お使いみち、ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。 

 

[保証人・担保] 

 原則不要  

※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっており

ます。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者（注）が連帯保証人となることも可能で

す。その場合は利率が０．１％低減されます。 

  （注）実質的な経営者である方や共同経営者である方を含みます。 

  

【お問合せ先】 

 日本政策金融公庫 国民生活事業 事業資金専用相談ダイヤル 

  ＴＥＬ：０１２０－１５４－５０５ 

  

日本政策金融公庫 

創業支援貸付利率特例

制度 

 

◎新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方への利率特例制度 

 

創業前又は創業後1年以内の方について、各融資制度等で定められた利率から０．２％（女性、

３０歳未満、Ｕターン等により地方で創業する方(注)については０．３％）引き下げします。 

（注）Uターン等により地方で創業する方とは、仙台市、東京23区、名古屋市、大阪市、福岡市（以下「都

市」といいます。）に居住又は勤務している方で、都市以外で創業する方をいいます。ただし、東京23区に

居住又は勤務している方につきましては、東京23区を除く都市で創業する場合も含まれます。 

 

【お問合せ先】 

 日本政策金融公庫 国民生活事業 事業資金専用相談ダイヤル 

  ＴＥＬ：０１２０－１５４－５０５ 

 

日本政策金融公庫 

挑戦支援資本強化特例

制度（資本性ローン） 

 

◎創業・新事業展開等に取り組む方への融資制度 

【ご利用いただける方】 

次の１及び２を満たす法人または個人企業の方 

１． 新規開業資金（注）等の融資制度の対象となる方 

（注）技術・ノウハウ等に新規性がみられる方等の資金に限ります。 

２． 次のいずれの要件も満たす方 

（１） 地域活性化にかかる事業を行うこと 

（２） 税務申告を１期以上行っている場合は原則として所得税等を完納していること 
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［ご融資額］ 

４,０００万円以内 

 

［ご返済期間］ 

５年１ヵ月以上１５年以内 

 

［ご返済方法］ 

期限一括返済（利息は毎月払） 

 

利率（年利％）平成２８年４月１３日現在］ 

 ご融資後1年ごとに、直近決算の業績に応じて、貸付期間ごとに3区分の利率が適用され

ます 

 

売上高減価償却前

経常利益率 

5年1カ月以上 

7年以内 

7年超 

9年以内 

9年超 

12年以内 

12年超 

15年以内 

５％超 ５．５０％ ５．８５％ ６．２５％ ６．５０％ 

０％以上５％以下 ３．２０％ ３．４０％ ３．６０％ ３．７０％ 

０％未満 ０．９０％ ０．９０％ ０．９０％ ０．９０％ 

 

[保証人・担保] 

 無担保・無保証人 

 

[その他]  

・本特例による債務については、金融検査上自己資本とみなすことができます。 

・本特例による債務については、法的倒産手続きの開始決定が裁判所によってなされた場合、全

ての債務（償還順位が同等以下とされているものを除く）に劣後します。 

・審査時に事業計画書をご提出いただく必要があります。 

・四半期ごとの経営状況の報告等を含む特約を締結していただきます。 

※審査の結果、ご希望に添えないことがございます。 

 

【お問合せ先】 

 日本政策金融公庫 国民生活事業 事業資金専用相談ダイヤル 

  ＴＥＬ：０１２０－１５４－５０５ 

 

岡山県 

エンジェル税制 

 

 

ベンチャー企業投資促進税制（エンジェル税制）は、起業初期のベンチャー企業の資本調達を

強力に支援するため、ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対しての所得税減税制度です。

投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。 

 

【優遇措置】 

１ 投資を行った時点（①、②のいずれかを選択可能） 

① 優遇措置Ａ（設立３年未満の企業が対象） 

  （対象企業への投資額－２，０００円）をその年の総所得金額等から控除（控除可能とな

る投資額の上限は、総所得金額×４０％と１，０００万円のいずれか低い方） 

② 優遇措置Ｂ（設立１０年未満の企業が対象） 

  対象企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除（控除対象となる投資額の

上限なし） 

２ 譲渡等をした時点（投資先の清算、破産を含む） 
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  対象企業の株式売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算（相殺）できる

だけでなく、その年に通算（相殺）しきれなかった損失については、翌年以降３年にわたっ

て、順次株式譲渡益と通算（相殺）できます。 

 

【優遇措置の要件】 

対

象

企

業

要

件 

［優遇措置Ａ］ 

①創業（設立）３年未満の中小企業者である

こと 

②設立経過年数に応じて一定の新規性要件

を満たすこと 

［優遇措置Ｂ］ 

①創業（設立）１０年未満の中小企業者であ

ること 

②設立経過年数に応じて一定の新規性要件

を満たすこと 

③特定の株主グループからの投資の合計が５／６を超えない会社であること 

④大規模法人（資本金１億円超等）及び当該大規模法人と特殊の関係（子会社等）にある

法人の所有に属さないこと 

⑤未登録・未上場の株式会社で、風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと 

個

人

要

件 

⑥金銭の払込みにより、対象となる企業の株式を取得していること 

⑦対象企業が同族会社である場合には、所有割合（持株割合又は議決権保有割合）が大き

いものから第３位までの株主（及びその親族やその関係会社等）の所有割合を順に加算

し、その割合がはじめて50％超になる時における株主に属していないこと 

 

【手続の流れ】 

１ 投資を受けた企業が、県知事に対して確認書の発行申請 

２ エンジェル税制の対象と確認されると、県知事が確認書を交付 

３ 投資を受けた企業が、投資をした個人に対して確定申告時に必要となる書類を交付 

４ 投資をした個人が確定申告 

 

【お問合せ先】 

岡山県産業労働部産業振興課 

 ＴＥＬ：０８６－２２６－７３５２ 

詳細ＨＰ http://www.pref.okayama.jp/page/467559.html 

 

(独)中小企業基盤整備

機構 

起業支援ファンド 

 

 

 

 

 

 

◎投資会社等が組成する設立５年未満の創業又は成長初期の段階にある中小企業者への投資・ハ

ンズオン支援を目的としたファンドに対し出資を行い、創業初期の中小企業者等を資金面及び

経営面から支援します。 

個別企業への投資は、各ファンドを運営する投資会社等が行います。 

URL：http://www.smrj.go.jp/fund/gaiyo/053658.html 

 

投資対象：主に設立５年未満の創業又は成長初期の段階にある中小企業者 

 

【お問合せ先】 

(独)中小企業基盤整備機構 ファンド事業部 

ＴＥＬ：０３－５４７０－１６７３ 

 

(独)中小企業基盤整備

機構 

小規模企業共済 

 

 

 

 

 

 

◎小規模企業の個人事業主が事業を廃業した場合や会社等の役員を退職した場合など、第一線を

退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金を受け取れる共済制度です。 

  本制度は、より多くの小規模企業の経営者の方が利用しやすくなることを目的に、平成２８年

４月１日に改正いたしました。 

 URL：http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html 

 

加入対象：個人事業主、共同経営者、法人（会社など）の役員の方 

掛  金：１,０００円～７０,０００円（５００円刻み）で自由に選択可能。 
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掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除が可能。 

共 済 金：将来受け取る共済金は、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括と分割の併用」

が選択可能。 

契約者貸付：納付した掛金の範囲内で事業資金等の貸付けが受けられます。 

 

【お問合せ先】 

・(独)中小企業基盤整備機構 共済相談室 

ＴＥＬ：０５０－５５４１－７１７１ 

・お近くの商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合、青色申告会、全国の金

融機関の本支店 

 

(一社)中国地域ニュー

ビジネス協議会 

 

事業資金支援の制度はありませんが、ネットワークによる銀行等、金融機関へのご紹介をこれに

代えております。 

 

【お問合せ先】 

一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会 

広島県広島市中区鉄砲町１－２０ 

ＴＥＬ：０８２－２２１－２９２９  ＦＡＸ：０８２－２２１－６１６６ 

メールアドレス：nbc@cnbc.or.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:nbc@cnbc.or.jp
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施策(事業)名称 対 象 ・ 内 容 ・ 条 件 等 

岡山県 

きらめき岡山創成ファ

ンド支援事業助成金 

 

◎新技術・新商品開発、販路開拓への助成 

超精密生産技術（ミクロものづくり）分野の新技術・新製品の「売れる」製品づくりに向けた

開発促進等事業化や岡山県の特徴ある地域産業資源を活用した中小企業の先進的な取り組みに

必要な経費の一部を助成することで、県内中小企業の成長を支援し、地域の強みを生かした製

品開発や新事業の展開を促進する。 

 

対  象  者：県内の中小企業、起業予定者、中小企業者の団体 

補助対象事業：（１）ミクロものづくり分野新事業育成支援事業 

（２）地域産業資源活用・域外への発信事業 

補 助 率 等：（１）ミクロものづくり分野新事業育成支援事業 

①重点分野育成型支援事業 

助成率：２／３以内 

助成限度額：総額２，０００万円 

（１年間の経費上限は１，５００万円） 

事業期間：前期１８か月以内 後期１２か月以内 

（２）地域産業支援活用・域外への発信事業 

①事業化可能性調査・検証支援事業 

助成率：２／３以内（ただし支援機関は１／１以内） 

助成限度額：１００万円/年 

事業期間：１２か月以内 

②商品化の研究、試作支援事業 

助成率：１／２ 以内 

助成限度額：３００万円/年 

事業期間：前期１８か月以内 後期１２か月以内 

③商品、サービスの販路開拓支援事業 

助成率：１／２以内 

助成限度額：１００万円/年（団体２００万円） 

事業期間：１２か月以内 

 

【お問合せ先】 

(公財)岡山県産業振興財団 技術支援部 研究開発支援課 

ＴＥＬ：０８６－２８６－９６５１ 

 

岡山県 

おかやまチャレンジサ

ポート補助金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎創業・第二創業への補助 

県内で創業や第二創業を目指す方を対象に、事業の立ち上げに必要な経費の一部を補助しま

す。 

 

＜補助対象者＞ 

（１）創業補助金：県内において、平成２８年３月１日から平成２９年２月末日までに中小

企業・小規模事業者として創業又は創業予定の者 

（２）第二創業補助金：既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において、平成２８

年３月１日から平成２９年２月末日までに後継者が先代から事業を

引き継いだ（事業承継）上で、業態転換や新事業・新分野に進出す

る者 

＜補助対象事業＞ 

補助金・助成金 
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・独自の技術やアイデアを生かした新商品若しくは技術の開発又は新サービスを提供す

る事業 

・地域資源等の活用により地域を活性化し、新たな需要を生み出す事業 

＜補助期間＞ 

交付決定の日から平成２９年２月末日まで 

＜補助限度額等＞ 

１００万円（補助率：補助対象経費の１／２以内） 

＜募集期間（事業計画の受付期間）＞ 

平成２８年４月２８日から平成２８年６月２０日まで 

 

【お問合せ先】 

(公財)岡山県産業振興財団 経営支援部 中小企業支援課 

ＴＥＬ：０８６－２８６－９６２６ 

 

岡山市 

創業者支援事業補助金 

 

◎創業者への補助 

 岡山市が産業競争力強化法に基づき認定を受けた創業支援実施計画に位置づけられた特定 

創業支援事業を受けて、市内で創業した方を対象に創業に要した経費の一部を補助します。 

 

<補助対象者>次の各号のいずれをも満たすものとする。 

（１） 特定創業補助事業の認定を受けていること 

（２） 岡山市内で創業したもの 

（３） 許認可等が必要な場合は、それらを取得していること 

（４） 市税を完納していること 

（５） 次のいずれにも該当しないこと。 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条（昭和２３年法律第

１２２号。以下、「適正化法」という。）に規定する業種 

イ 岡山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第１号に規定す

る暴力団 

ウ 岡山市暴力団排除基本条例第２条第２号に規定する暴力団員 

エ 暴力団又は暴力団員と社会的非難されるべき関係を有しているもの 

（６） 岡山市及び国、県等からの創業に関わる補助金の交付を一切受けていないこと 

ただし、岡山県の「創業ゼロ金利補助金」の対象者は除く 

 

<補助金額> 

３０万円を上限とする。（補助率：補助対象経費の１００％） 

 ただし、中心市街地において店舗等を構えて創業する場合には、２０万円を限度に上乗せで

きる。 

 

<補助対象経費> 

 補助対象経費は、創業に関わることが明白で、下記に掲げる経費を対象とする。ただし、証

拠書類等により、金額・支払等が確認できる経費であること。 

  ・店舗等借入れ費 

  ・設備費 

  ・謝金 

  ・広報費 

  ・起業、創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費 

  ・旅費（宿泊料については、岡山市職員等の旅費に関する条例に定める額を上限とする） 

 

【お問合せ先】 

岡山市 産業振興・雇用推進課 中小企業振興室 

ＴＥＬ：０８６－８０３－１３２５ 
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岡山市 

空き店舗対策事業 

 

◎空き店舗への出店助成 

 
① 事業概要：商店街の空き店舗に新規出店する場合の店舗の改装費に対して行う補助です。 
② 補助内容 
・事業実施主体：商店街振興組合、協同組合等（補助申請者は、組合等） 

・補助率：２／３ 

・補助限度額：７５０千円 

・補助対象経費：店舗改装費（店舗と一体的な設備を取得する経費を含む） 

 

【お問合せ先】 

岡山市 産業振興・雇用推進課 商業振興係 

ＴＥＬ：０８６－８０３－１３２３ 

 

津山市 

中心市街地空き店舗等

対策事業 

 

 

◎空き店舗への出店助成 

 

（１）新商人育成支援事業 

  ①空き店舗等改装等支援事業 

   ・補助対象経費：空き店舗等（自己所有（三親等以内の親族所有含む）を除く）を活用

した新規創業者の出店に必要な店舗改装費、設備費、広告宣伝費等の

経費で市長が適当と認めるもの 

   ・補助額   ：補助対象経費の２／３以内（上限２００万） 

   

  ②空き店舗賃借料等補助事業 

・補助対象経費：空き店舗等（自己所有（三親等以内の親族所有含む）を除く）を活用

した新規創業者の出店に必要な連続する１２ヶ月分の店舗賃借料（敷

金・礼金・共益費等を除く） 

・補助額   ：補助対象経費の２／３以内（６０万円（月額５万円）を上限） 

 

（２）二次創業支援事業 

・補助対象経費：空き店舗等（自己所有（三親等以内の親族所有含む）を除く）を活用

した新規創業者の出店に必要な店舗改装費、設備費、広告宣伝費等の

経費で市長が適当と認めるもの 

・補助額   ：補助対象経費の２／３以内（上限２００万） 

 

（３）賑わい創出支援事業 

   ・補助対象経費：自己所有（三親等以内の親族所有を含む）の空き店舗等物件を活用し

た出店に必要な店舗改装費、設備費、広告宣伝費等の経費で市長が適

当と認めるもの 

   ・補助額   ：補助対象経費の１／３以内（上限１００万） 

 

【お問合せ先】 

 津山市 産業経済部経済政策課 

  ＴＥＬ：０８６８－３２－２０８１ 

 

津山市 

つやま産業支援センター 

創業等サポート補助金 

 

 

◎市内で創業や第二創業を目指す方を対象に、事業の立ち上げに必要な建物の改修費、設備費

、家賃を一部補助します。 

 

（１）空き家改修型補助金 

   ・補助対象経費：市外の中小企業者、ＵＩターン創業希望者、市内の創業希望者（第二
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創業含む）が、センターの認める業種・業態で、３年以上の事業計画

を有し、市内の古い空き家、空き店舗（築３５年以上）を利用して新

たに事務所を開設する際に係る費用に対する補助。  

   ・補助額   ：改修費…補助率１／２以内（上限３００万円） 

           ※正社員２名以内の場合は上限額１５０万円 

           設備費…補助率１／２以内（上限５０万円） 

           ※正社員２名以内の場合は上限額３０万円 

           家賃…補助率１／２以内（１年目）、１／３以内（２年目）、１／４

以内（３年目）（上限月額１５万円） 

           ※正社員２名以内の場合は上限月額７万円 

           ※改修費か家賃いずれかの選択となります。 

 

（２）貸室型補助金 

・補助対象経費：ＵＩターン創業や新規創業の希望者がセンターの認める業種・業態で

３年以上の事業計画を有し、賃貸物件（貸室）を利用して新たに起業

する際に係る費用(自宅兼用の貸室には適用しない) に対する補助。 

・補助額   ：設備費…補助率１／２以内（上限５０万円） 

        ※正社員２名以内の場合は上限額３０万円 

           家賃…補助率１／２以内（１年目）、１／３以内（２年目）、１／４

以内（３年目）（上限月額１５万円） 

           ※正社員２名以内の場合は上限月額７万円 

            

（３）シェアオフィス創業補助金 

   ・補助対象経費：シェアオフィスに入居し、センターの認める業種・業態で３年以上の

事業計画を有し、創業する者に対する家賃補助。 

   ・補助額   ：家賃…補助率１／２以内（１年目）、１／３以内（２年目）、１／４

以内（３年目）（上限月額１万円） 

  

【お問合せ先】 

 つやま産業支援センター 

（津山市役所経済産業部みらい産業課内） 

  TEL：０８６８－２４－０７４０ 

 

笠岡市 
起業支援事業補助金 

 

 
【目的】 
発展性をもって起業する新規創業者に対して，予算の範囲内で補助金を交付することで，市内

産業の振興，雇用の促進及び定住促進に貢献することを目的としています。 
【補助対象者】 
市内で起業する新規創業者のうち次の（１）～（５）をすべて備えている者 
（１） 市内に事務所を設置し，又は設置しようとしている者 
（２） 認定申請時に，事業所に勤めていない者及び事業所の役員でない者 
（３） 市内に住所を有する者又は補助金の実績報告を提出する日の前日までに市内に住所を

有する者 
（４） 十分な調査研究に基づく計画性があるもので，継続発展する見込みのある事業を起業

する者 
（５） 起業にあたって当たって，商工会議所等が開催する専門的な研修又は商工会議所の経

営指導等を受けた者 
（６） 市税及び税外収入金の滞納がない者 
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【補助内容】 
補助対象事業 補助対象経費 補助率 補助限度額 

事業所開設支援

事業 

 

※ただし，対象

経費について

は，市内に主た

る事業所を有す

る法人又は市内

に住所を有する

個人事業主から

の購入又は施工

に限る。 

・事務所の賃貸又は開

設に係る経費（敷金，

礼金，補償金等は除

く。） 

・設備，備品購入費（消

耗品等は除く。） 

・その他事業開始係る

経費 

・法人化に係る経費を

除く 

２分の１以内 

（補助対象経費の合計

が５０万円以上となる

事業に限る。） 

１００万円 

経営支援事業 

・経営指導に係る費用 

・市場調査費，展示会

等の出店費 

・その他販売促進に係

る経費（一般経常費

は除く） 

・その他の経営の安定

に係る経費 

２分の１以内 ５０万円 

雇用促進事業 

・事業実施に必要な直

接人件費（申請者，役員

を除く） 

１０分の１０以内 ５０万円 

 

【お問合せ先】 

笠岡市経済観光活性課  

ＴＥＬ：０８６５－６９－２１４７ ＦＡＸ：０８６５－６９－２１８５ 

E-mail: keizaikankou@city.kasaoka.okayama.jp 
 

真庭市 

起業支援事業補助金 

 

◎目的 

 産業の振興及び活性化を目的として、独創性及び発展性をもって市内で新たに起業する方に、

予算の範囲内で補助金を交付します。 

 

◎補助対象者 

 平成２８年度中に市内で新たに起業する人のうち、次の（１）～（３）を全て満たすもの。 

 （１）起業の日に市内に住所を有している者 

 （２）本市内に起業のため、事務所を設置し、または設置しようとしている者 

 （３）市税を完納している者 

  ※加盟小売店及び既に事業を営んでいる者による事業拡張の場合は対象になりません。 

  ※国・県など他の補助金を受ける場合は対象になりません。 

  ※農業・医療業など一部対象にならない業種があります。 

 

◎補助の内容 

 ・補助対象経費：起業に要する経費のうち、設備費・原材料費・出張旅費・広告費・委託費 

 ・補助率   ：１／２以内 

 ・事業者区分による補助限度額 

  ①特定創業支援事業による支援を受けた者 … 補助限度額１５０万円 

  ②上記①以外の者 … 補助限度額１００万円 

  ※補助対象経費が５０万円未満の場合は対象外となります。 
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【問合わせ先】 

 真庭市産業サポートセンター 

 ＴＥＬ：０８６７－４２－４３７５ 

 

岡山市 

岡山大学連携型起業家

育成施設入居者支援事

業 

 

◎岡山大インキュベータ入居者への賃料補助 

 

①補助対象者：施設入居者のうち 

   企業の場合 

    ・岡山市内に事業所等を持つ中小企業 

    ・施設退去後、岡山市内に事業所等を設置する計画を有する中小企業 

   個人の場合 

    ・岡山市内に在住する者で、入居期間中に事業化に係る法人を市内に設立する計画の

ある者 

 ②補助金の額：施設賃料の２分の１（ただし賃借面積１００㎡に係る賃料を上限とする） 

③交付対象期間：施設入居後最大３年間 

 

【お問合せ先】 

岡山市 産業振興・雇用推進課 ものづくり振興係 

ＴＥＬ：０８６－８０３－１３２９ 

 

岡山市 

岡山市オンリーワン企

業育成支援事業 

 

◎市内で行う商品化に伴う研究開発補助 

  （公財）岡山県産業振興財団による「きらめき岡山創成ファンド支援事業」の「商品化の

研究・試作支援事業」に採択された事業のうち、その主たる事業を岡山市内で行う事業者

に上乗せ補助する制度。 

  

① 補助対象者  岡山市内の中小事業者・起業予定者等。 

② 補助率等   補助対象経費の６分の１かつ１００万円以内。 

            （岡山市産業振興ビジョンの重点分野の場合は１／４かつ 

１５０万円以内。） 

 

【お問合せ先】 

 岡山市 産業振興・雇用推進課 ものづくり振興係 

 ＴＥＬ：０８６-８０３-１３２９ 

 

倉敷市 

がんばる中小企業応援

事業費補助金 

 

 

 

(1)研究開発事業 

 

 

 

 

 

 

 

(2)産業財産権取得事

業 

  

◎起業予定者を含める中小企業者等が、倉敷市内において新技術又は新製品の研究開発事業、

特許等の財産権の取得、技術又は製品の販路開拓及び研修の受講による人材育成などを行う

場合に、必要とする経費の一部について補助金を交付します。  

 

［補助内容］  

[補助対象事業] 新技術及び新製品の研究開発並びに試作品の製作 

[対象事業者] 中小企業者及び中小企業者の団体 

[補助率・限度額] ３分の２、２００万円 

[対象経費] (１) 研究開発及び試作品開発：原材料費，機械装置費，工具器具費，外注費， 

技術指導受入費，共同研究費 

(２) 市場動向調査謝金，旅費，委託費 

 

 

[補助対象事業] 特許権，実用新案権，意匠権及び商標権の取得 

[対象事業者] 中小企業者及び中小企業者の団体 
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(3)販路開拓事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)人材育成事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)事業承継・Ｍ＆Ａ 

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)女性起業家ネット

ワーク形成事業 

 

 

 

 

 

 

(7)小規模企業者IT 活

用販売促進事業 

 

 

 

 

 

 

 

(8)起業家支援事業 

[補助率・限度額] ２分の１、３０万円 

[対象経費] 弁理士費用，翻訳料 

・日本国特許庁のほか，外国特許庁における権利取得を含める。 

・商標権については，地域団体商標の商標登録及び外国特許庁における権利取得のみ。 

 

 

[補助対象事業] 岡山県外での見本市及び展示会（物産展等主として販売を目的とするものを

除く。）への出展 

[対象事業者] 中小企業者及び中小企業者の団体 

[補助率・限度額] １０分の１０ 

(１) 国内での見本市及び展示会 ２０万円 

(２) 外国での見本市及び展示会 ４０万円 

[対象経費] 会場費（小間料） 

 

 

[補助対象事業] (１) 中小企業大学校，中国職業能力開発大学校，岡山県産業振興財団，山陽

技術振興会その他の研修実施機関又は団体が実施する研修の受講 

 (２) 従業員等を受講の対象とし，(1)に規定する研修実施機関又は団体から

派遣される者が講師を務める研修の開催 

[対象事業者] 中小企業者及び中小企業者の団体 

[補助率・限度額] ２分の１、２０万円（１事業者当たりの年間総額 

[対象経費] 負担金（受講料），謝金（講師料），賃借料（会場使用料） 

 

 

[補助対象事業] (１) 事業承継計画作成（そのための初期診断，課題分析及びコンサルティン

グを含む。），企業価値の算出及び知的財産診断 

(２) 自社を売却するための専門事業者へのマッチング登録及び仲介委託 

[対象事業者] 中小企業者 

[補助率・限度額] ２分の１、５０万円 

[対象経費] 委託費（国内消費税，顧問料等，官公庁等への手続及びそのための書類作成並び

に個別具体的な案件に関する訴訟及びトラブル対応に係る費用並びに成功報酬に

係る費用を除く。） 

 

 

[補助対象事業] 本市内における女性起業家等を対象とした交流会又は勉強会（１０人以上の

参加が見込まれるものに限る。）の開催 

[対象事業者] 女性起業家等が構成する任意団体 

[補助率・限度額] ２分の１、１０万円 

[対象経費] 賃借料（会場使用料），謝金（講師料），印刷製本費，広報費 

・宗教，政治，選挙及び営利を目的として開催される事業は，補助対象事業としない。 

 

 

[補助対象事業] ウェブサイト上での商品の販売若しくはサービスの予約機能を有する自社ウ

ェブサイトの新規開設又は既存自社ウェブサイトへの同機能の新たな追加 

[対象事業者] 中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業者である中小企業者 

[補助率・限度額] ２分の１、２０万円 

[対象経費] 委託費(自社ウェブサイトの作成及び検索エンジン最適化対策に係るものに限る))

インターネット初期開設費（初期工事費，ドメイン取得費，サーバー初期設定費） 

・公序良俗に反する商品又はサービスに係る事業は，補助対象事業としない。 

 

 

[補助対象事業] (１) 当該年度内の起業に係る本市内における法人設立又は店舗若しくは事務
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 所の開設 

(２) 当該年度内の市内外の個人事業主の本市内における法人化 

[対象事業者]  

(１) 法人設立又は店舗若しくは事務所の開設 当該起業の直前に事業を営んでいなかった中

小企業者（個人に限る。）又は当該起業の直前に事業を営んでいなかった者によって設

立された中小企業者（会社に限る。）であって，当該起業に当たり，産業競争力強化法

（平成２５年法律第９８号）第１１４条第２項に規定する認定創業支援事業計画に記載

された同法第２条第２５項に規定する特定創業支援事業による支援を受けた者又は当該

起業に係る事業計画書を有する者 

(２) 法人化 中小企業者（会社に限る。） 

[補助率] ３分の２ 

[限度額] (１) ４０万円、(２) １０万円 

[対象経費] (１) 法人設立又は店舗若しくは事務所の開設： 委託費（事業計画書及び官公庁

への申請書類作成に係るものに限る。），賃借料（店舗，事務所及び駐車場の

賃借料に限る。），機械装置費，工具器具費，備品費 

(２) 法人化： 委託費（官公庁への申請書類作成に係るものに限る。） 

・賃借料については，当該賃貸に伴う共益費及び仲介手数料を含む。 

・次に掲げる経費は，対象経費としない。 

(１) 住居兼店舗又は住居兼事務所となるもの及び対象事業者本人又は三親等以内の親

族が所有する店舗，事務所及び駐車場の賃借料 

(２) 敷金及び礼金 

(３) 車両等の購入費 

 

※年度内であっても，予算の執行状況により，受付を終了します。  

※（１）の事業は４月～５月頃受付、その後審査会があります。 

 

【お問合せ先】  

倉敷市商工課  

ＴＥＬ：０８６－４２６－３４０５ ＦＡＸ：０８６－４２１－０１２１  

E-mail:cmind@city.kurashiki.okayama.jp  

 

岡山労働局 

キャリア形成促進助成

金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[政策課題対応型]に該

当しないもの 

 

◎労働者のキャリア形成を支援します。 

 労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する 

 事業主等に対して助成を行う制度です。 

 

<主な受給要件> 

① 雇用保険適用事業の事業主であること。 

② 事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、労働者に周知

していること。 

③ 職業能力開発推進者を選任していること。 

④ 訓練実施計画届の提出日の前日から起算して６カ月前の日から支給申請日までの間に、雇

用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等（退職勧奨を含む）をしたことがない

事業主であること。 

⑤ 訓練経費を事業主が全額負担していること。 

 

 

<訓練実施計画届の提出> 

 訓練実施計画及び関係書類を訓練開始１ヶ月前までに、岡山労働局に提出しなければなりま

せん。 

 

１．専門的な訓練に対する助成（一般型訓練） 
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[政策課題対応型] 

 

 

Ⅰ．成長分野など人材

育成コース 

 

 

 

Ⅱ．グローバル人材育

成コース 

 

 

 

 

 

Ⅲ．育休中・復職後等能

力アップコース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．中長期的キャリア

形成コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ．若年人材育成コー

ス 

 

 

Ⅵ．熟練技能育成・承継

コース 

 

 

 

 

(1) 対 象（中小企業のみ） 

   従業員（雇用保険被保険者に限る）に、ＯＦＦ－ＪＴによる職業訓練（実訓練時間が 

２０時間以上）を行う事業主 

  

IからⅧまでのコースのいずれかの支給を受けようとする助成の類型ごとに規定する要件を

満たす事業主とする。 

 

(ｲ) 成長分野など人材育成コース実施計画書を作成していること。  

(ﾛ) 成長分野等の業種に属する事業主又は成長分野等以外の業種に属する事業主で成長分

野等の事業を実施しているか、あるいは、実施することを予定している事業主である

こと。 

 

(ｲ) グローバル人材育成コース実施計画書を作成していること。 

(ﾛ) 海外関連業務を行っている事業主又は今後海外関連業務を行うことを計画して 

いる事業主であること。 

(ﾊ) 支給申請書の提出の日に、海外関連業務を行っている又は行うことを計画しているこ

とに際して事業主都合による解雇等（退職勧奨を含む。）を行わない旨の誓約書を提

出した事業主であること。 

 

(ｲ) 育休中・復職後能力アップコース実施計画書を作成していること。 

(ﾛ) 労働者に次の aから cのいずれかの訓練を受けさせること。 

a  育児休業中の訓練 

  労働者の自発的な申出により実施される訓練等であって、３ヶ月以上の育児休業期間

中の者を対象とする訓練であること。 

 

 b   復職後の能力アップのための訓練 

   ３ヶ月以上の育児休業期間終了後に職場復帰した者であって、訓練開始日において職

場復帰後１年以内の者を対象とする訓練であること。 

 

 c   妊娠・出産・育児により離職していた者の再就職後の能力アップのための訓練 

   妊娠・出産・育児による離職者で子が小学校就学の始期に達するまでに再就職した者

で、訓練開始日において、再就職後３年以内の者を対象とする訓練であること。 

 

次の aから cのいずれかに該当すること 

 a 専門実践教育訓練を労働者に受けさせ、当該訓練経費を全額負担し、かつ訓練期間中に

おいて通常の賃金額を支払う事業主 

 

b  労働者が自発的に受講する専門実践教育訓練の経費の一部又は全部の額を負担する事業

主 

 

 c  労働者が自発的に受講する専門実践教育訓練の受講期間中において、その労働者に賃金

を支払う事業主（最低賃金以上の額を支払うものに限る） 

 

(ｲ) 若年人材育成コース実施計画書を作成していること。  

(ﾛ) 訓練開始日において、雇用契約締結後５年以内かつ 35歳未満の若年労働者を対象とす

る訓練であること。 

 

(ｲ) 熟練技能育成・承継コース実施計画書を作成していること。 

(ﾛ)  労働者に次の aからcのいずれかの訓練を受けさせること。 

a  熟練技能者(注)の指導力強化のための訓練  

雇用している熟練技能者に対して、技能者育成のための指導力を強化するための訓練

であること。 
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Ⅶ.認定実習併用型職

業訓練コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ．自発的職業能力開

発コース 

 

 

 

 

 

 

 

助成内容 

（助成額及び助成率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b  熟練技能者（注）による技能承継のための訓練 

雇用している労働者に対して社内外の熟練技能者の指導により行う技能を承継するた

めの訓練 

 

（注）熟練技能者とは次の①～⑥の者をいう。 

①技能士１級技能検定、特級技能検定または単一等級技能検定合格者、②職業訓練指導

員、③組合等から熟練技能を保有している旨の推薦を受けた者で、実務経験が10年以

上の者、④自治体等が認知しているマイスター、⑤技能大会で優秀な成績を修めた者、

⑥その他、職業能力開発局長が認めるもの  

 

c 認定職業訓練 

 

 

能開法第 26条の３第３項に基づき厚生労働大臣の認定を受けた認定実習併用職業訓練で、

次の(ｲ)または(ﾛ)に該当する 15歳以上 45歳未満の労働者に訓練を受けさせる事業主である

こと。 

(ｲ) 新たに雇い入れた雇用保険の被保険者（雇い入れ日から訓練開始日までが２週間以内であ

る者に限る。） 

(ﾛ) 実習併用職業訓練実施計画の大臣認定日の前に既に雇用している短時間等労働者であっ

て、引き続き、同一の事業主において、通常の労働者に転換させることを目的としてキャ

リア・アップ型訓練を受ける者（通常の労働者への転換日から訓練開始日までが２週間以

内であるものに限る。） 

 

(ｲ) 労働協約又は就業規則に自発的職業能力開発経費負担制度及び職業能力開発休暇 

制度を定めるとともに、その雇用する被保険者であって自発的職業能力開発を受ける

ものに対し、当該被保険者の申出により自発的職業能力開発経費を負担する又は職業

能力開発休暇を与える事業主であること 

(ﾛ) 職業能力開発休暇を与える事業主にあっては、当該職業能力開発休暇の期間、当該被

保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若

しくは就業規則で定める額を支払う事業主であること。 

 

 

対象経費等 

 

      

対象訓練 

ＯＦＦ－ＪＴ ＯＪＴ 

訓練を受講している

時間に対して支払っ

た賃金 

訓練に要した経費 

 

実施経費 

 

一般型訓練 【助成額】 

４００円（１時間） 

【助成率】 

１／３ 

 

政策課題対応型訓練 

育休中・復職後等能力

アップ 

【助成額】 

８００円（１時間） 

４００円（１時間）

/ 

大企業 

【助成率】 

２／３ 

１／２<大企業> 

 

グローバル人材育成 

【助成率】 

１／２ 

１／３<大企業> 

成長分野など人材育

成 

中長期的キャリア形

成 

若年人材育成 

熟練技能育成・承継 

自発的職業能力開発 
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認定実習併用職業訓

練 

  【助成額】 

６００円（１時間） 

 

経費助成額の限度額（政策課題対応型・一般型訓練） 

時間数 

 

 

   対象訓練 

企業規模 
２０時間以上 

１００時間未満 

１００時間以上 

２００時間未満 
２００時間以上 

① 育休中・復

職後等能力

アップ 

② グローバル

人材育成 

③ 成長分野な

ど人材育成 

④ 中長期的キ

ャリア形成 

⑤ 若年人材育

成 

⑥ 熟練技能育

成・承継 

中小企業 １５万円 ３０万円 ５０万円 

大企業 １０万円 ２０万円 ３０万円 

上記以外の対象

訓練 
中小企業 ７万円 １５万円 ２０万円 

※受講数の制限（政策課題対応型・一般型訓練） 

  助成対象となる訓練コース数は、１人当たり１年度３コースまでです。 

※「年間職業能力開発計画期間」内 

※上記の他に不支給要件などがありますので、詳細については 必ずお問い合わせ下さい。 

 

【お問合せ先】 

岡山労働局 職業対策課 助成金事務室 

ＴＥＬ：０８６－２３８－５３０１ 

 

中国経済産業局 

創業・第二創業促進 

補助金 

 

（平成２８年度予算） 

 

【事業の概要・目的】 

 ・地域活性化には、創業による新たなビジネスや雇用の創造、事業承継を契機とした第二創

業を促進し、経済の新陳代謝を図る必要があります。 

 ・そのため、新たに起業を目指す女性・若者等の創業者や、事業承継を契機に既存事業を廃

業し、新分野に挑戦する等の第二創業者に対して支援を行います。 

  また、創業後の継続的な支援実施のため、創業支援体制が整っている産業競争力強化法に

基づく創業支援事業計画の認定を受けた市区町村にて創業・第二創業を行う者を対象とし

ます。 

 

【対象者】 

 (1)創業 

募集開始日（平成28年4月1日）以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個

人開業又は会社（会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。）・企業

組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者。 

(2)第二創業 

個人事業主、会社又は特定非営利活動法人であって、公募開始日の前後6ヶ月以内かつ補

助事業完了日までの間に事業承継を行った者又は行う予定の者。また、公募開始日から補

助事業期間完了日までに既存事業以外の新事業を開始すること。 



 25 

※注意 

本補助金の申請に際しては、産業競争力強化法における認定市区町村又は認定連携創業支

援事業者による特定創業支援事業を受ける必要があります。 

 

【補助対象事業・補助率等】 

 ・新たな需要を創造する新商品・サービスを提供する創業者に対して、店舗借入費や設備費

等の創業に要する費用の一部を支援（補助上限２００万円、補助率２／３）。 

 ※開業形態は、会社、個人、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人が対象となります。 

 ・事業承継を契機に既存事業を廃業し、新分野に挑戦する等の第二創業者に対して、人件費

や設備費等（在庫処分費等廃業コスト含む）に要する費用の一部を支援（補助上限１，０

００万円、補助率２／３）。 

 ※開業形態は、会社、個人、特定非営利活動法人が対象となります。 

 

【お問合せ先】 

 中国経済産業局産業部 経営支援課新事業支援室 

 ＴＥＬ：０８２-２２４-５６５８ 

 

（一社）中国地域ニュ

ービジネス協議会 

 

独自の制度はありませんが、国・行政等の施策への、ご紹介・繋ぎの活動は可能です。 

 

【お問合せ先】 

一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会 

広島県広島市中区鉄砲町１－２０ 

ＴＥＬ：０８２－２２１－２９２９  ＦＡＸ：０８２－２２１－６１６６ 

E-mail:nbc@cnbc.or.jp 
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施策(事業)名称 対 象 ・ 内 容 ・ 条 件 等 

岡山県 

 (公財)岡山県産業振

興財団 

（中小企業支援センター） 

窓口相談 

 

 

 

 

 

専門家派遣 

 

◎窓口相談 

創業に関する各種相談、または創業後の経営課題等について、職員が無料で対応します。 

 

≪創業相談会≫ 

開催日時：平成２８年７～８月 

：平成２９年２月２５日(土)  

開催場所：岡山県立図書館 

対応者：インキュベーション・マネージャー、中小企業診断士等が無料で対応 

 

◎専門家派遣 

職員が相談を受け、さらに専門的な指導、助言が必要であると判断された経営課題の解決や

経営力アップに取り組んでいる事業者（創業者）等に対し、各分野の専門家を派遣します。 

 

【お問合せ先】 

  (公財)岡山県産業振興財団 経営支援部 中小企業支援課 

ＴＥＬ：０８６－２８６－９６２６ 

 

(公財)岡山県産業振興

財団 

岡山県女性創業サポー

トセンター 

 

 

◎女性の創業に関する各種相談や創業後の経営課題について、相談員が無料で相談に応じると

ともに、創業塾、セミナー、女性起業家交流会を開催します。 

 ・相 談 日：毎週火曜日・土曜日、ただし、第３週目は火曜日・金曜日 

 ・相談時間：９：３０～１８：００（１２：００～１３：００を除く） 

       ※受付時間は１７：００まで 

【お問合せ先】 

  岡山県女性創業サポートセンター（男女共同参画推進センター（ウィズセンター）内） 

ＴＥＬ：０８６－２３３－００５１ 

 

岡山市 

中小企業振興室 

 

 

◎創業・開業等中小企業の経営上の課題解決を支援 

  創業予定者及び中小企業者への相談窓口として経営面等の幅広い相談をお受けし、課題解

決をお手伝いします。 

 

①窓口相談 

   中小企業の方が抱える様々な経営に関する問題に対して、相談に応じ、その解決を図り

ます。 

 ②専門家による相談 

   具体的、専門的な経営課題を解決するため、中小企業診断士・公認会計士・社会保険労

務士・司法書士・弁護士の各専門家による無料相談を実施しています。 

③専門家による現地での相談 

   上記専門家のうち、中小企業診断士・社会保険労務士については、現地への派遣も可能

です。 

 ④専門家による経営診断  

   現状分析から解決策の提案まで（経営診断）を中小企業診断士が行います。 

（経費の１／２は自己負担） 

 ⑤「融資・経営相談会」の実施 

   岡山商工会議所及び各商工会と連携し、融資・経営相談会を市内の商工会議所や商工会

などで随時開催しています。 

相談・アドバイス 
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【お問合せ先】 

岡山市 産業振興・雇用推進課 中小企業振興室 

ＴＥＬ：０８６－８０３－１３２５ 

 

岡山市 

おかやま創業ネットワ

ーク 

 

◎岡山市が産業競争力強化法に基づく創業支援計画の認定を受けて、平成２６年６月２０日に

発足したものです。核の商工団体や金融機関など（認定連携創業支援事業者）と連携して、市

内での創業希望者を広く・手厚く支援し創業実現に向けた創業塾やセミナーの開催を実施して

います。 

 

 【認定連携創業支援事業者】 

  ・岡山商工会議所   ・岡山県商工会連合会   ・岡山北商工会 

  ・岡山西商工会    ・岡山南商工会      ・赤磐商工会 

  ・岡山県中小企業団体中央会    ・（公財）岡山県産業振興財団 

  ・日本政策金融公庫岡山支店    ・（一社）岡山県中小企業診断士会 

  ・㈱中国銀行     ・㈱トマト銀行      ・おかやま信用金庫 

 

倉敷市 

くらしき創業サポート

センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎創業希望者が気軽に相談できる窓口として，倉敷市・早島町内の商工会議所・商工会事務所

・金融機関などに「くらしき創業サポートセンター」を設置しています。創業希望者は相談

料無料で，随時最寄りの創業サポートセンター窓口で創業相談をすることができます。  

さらに体系的に創業に関する知識を身に付けたいという方のために，起業塾・創業セミナー

等も実施しています。  

 

【お問合せ先（サポートセンター）】  

◇各創業サポートセンター窓口 

・倉敷商工会議所     ＴＥＬ：０８６－４２４－２１１１  

・児島商工会議所     ＴＥＬ：０８６－４７２－４４５０  

・玉島商工会議所     ＴＥＬ：０８６－５２６－０１３１  

・つくぼ商工会本部    ＴＥＬ：０８６－４２８－０２５６  

・つくぼ商工会庄支所   ＴＥＬ：０８６－４６２－１３５５  

・つくぼ商工会早島支所  ＴＥＬ：０８６－４８２－０５２３ 

・真備船穂商工会本部   ＴＥＬ：０８６－６９８－０２６５  

・真備船穂商工会船穂支所 ＴＥＬ：０８６－５５２－２２０４  

・日本政策金融公庫倉敷支店 ＴＥＬ：０８６－４２５－８４０１ 

・中国銀行     ＴＥＬ：０１２０－３１０－９１２（ちゅうぎんビジネスセンター） 

・トマト銀行    ＴＥＬ：０８６－２２１－１３３８（コンサルティング営業部） 

・玉島信用金庫   ＴＥＬ：０８６－５２６－１３５５（融資部ビジネスサポート課） 

・水島信用金庫   ＴＥＬ：０８６－４４６－２２２３ 

・岡山県信用保証協会倉敷支所 ＴＥＬ：０８６－４２５－３１０３ 

・おかやま信用金庫 ＴＥＬ：０８６－２２３－７６７２（営業支援部） 

・吉備信用金庫   ＴＥＬ：０８６６－９２－２１８４（業務部） 

 

◇くらしき創業サポートセンター事務局 

・倉敷市役所商工課 ＴＥＬ：０８６－４２６－３４０５ 

 

◇創業相談  

【施設提供】の「くらしきベンチャーオフィス」においても、創業相談等に対応しています。 

（月曜日・金曜日：１０時～１７時、水曜日：１３時～１９時） 

【お問合せ先】  

・くらしきベンチャーオフィス ＴＥＬ・ＦＡＸ：０８６－４２７－０８４１ 
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津山市 

つやま産業支援センタ

ー 

 

 

◎窓口相談 

 創業に関する各種相談について専門家が無料で対応します。 

 

◎専門家派遣補助制度 

 津山市内の事業者が中小企業基盤整備機構及び岡山県産業振興財団の専門家派遣を受けられ

る際、経費の１／２を負担します。（上限あり） 

 

【お問合せ先】 

 ・つやま産業支援センター 

  ＴＥＬ：０８６８－２４－０７４０ 

 

笠岡市 

かさおか創業サポート

センター「かさおか創

業サロン」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創業に関するお悩みから創業計画書の作成支援，資金繰り相談，助成金・補助金申請のアドバ

イスや各種届出，創業後のアフターフォローなど，各提携機関の職員が無料で相談に応じま

す。 

また，創業セミナー・経営力向上（創業フォロー支援）セミナーも実施します。 

 

営業日時：月曜日から金曜日（祝日は休み）  １３時から１９時まで 

住所：笠岡市笠岡２３８８番地（笠岡シーサイドモール内） 

   （笠岡駅から徒歩３分，無料駐車場１，０００台） 

スタッフ： 

曜日 １３時～１６時 １６時～１９時 

月 金融機関 コーディネーター 

火 日本政策金融公庫 

水 金融機関 

木 笠岡市役所 

金 笠岡商工会議所 

毎週木曜日（第３木曜日を除く）の１３時から１７時まで岡山県よろず支援拠点よりコーデ

ィネーター等が来笠し，笠岡出張相談を行っています。 

 

【お問合せ先】 

かさおか創業サロン 

  ＴＥＬ：０８６５－７５－０２５８ 

 

真庭市 

真庭市内創業相談窓口 

 

 

◎真庭市内創業相談窓口について 

 真庭市では、真庭市創業支援事業計画に参画している関係機関が連携し、創業を目指す人や

創業後間もない事業者に対して、それぞれのニーズに応じて適切な支援ができるよう相談窓

口を設置しております。 

 

【お問合せ先】 

○創業ワンストップ相談窓口 

・真庭商工会本部      ＴＥＬ：０８６７－４２－４３２５ 

 

○創業相談窓口 

・真庭市役所産業観光部 

産業政策課  ＴＥＬ：０８６７－４２－１０３３ 

・真庭商工会 

   北房支所       ＴＥＬ：０８６６－５２－２７１１ 

   落合支所       ＴＥＬ：０８６７－５２－３３６０ 

   勝山支所       ＴＥＬ：０８６７－４４－２５２０ 
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   美甘支所       ＴＥＬ：０８６７－５６－２１０５ 

   湯原支所       ＴＥＬ：０８６７－６２－２１７４ 

   蒜山支所       ＴＥＬ：０８６７－６６－３３９０ 

・中国銀行 

   久世支店       ＴＥＬ：０８６７－４２－０６０５ 

   落合支店       ＴＥＬ：０８６７－５２－１１５１ 

   湯原支店       ＴＥＬ：０８６７－６２－３１２１ 

・トマト銀行 

   久世支店       ＴＥＬ：０８６７－４２－０６００ 

   蒜山支店       ＴＥＬ：０８６７－６６－３６３１ 

・津山信用金庫 

   久世支店       ＴＥＬ：０８６７－４２－１１２８ 

   落合支店       ＴＥＬ：０８６７－５２－１１５５ 

   勝山支店       ＴＥＬ：０８６７－４４－２６４８ 

・備北信用金庫北房支店   ＴＥＬ：０８６６－５２－３１５１ 

・倉吉信用金庫真庭支店   ＴＥＬ：０８６７－６６－４３６８ 

・日本政策金融公庫津山支店 ＴＥＬ：０８６８－２２－６１３５ 

 

岡山県商工会連合会 

並びに県下２０商工会

巡回・窓口相談 

 

 

 

 

 

広域サポートセンター 

 

◎巡回・窓口相談 

岡山県下にある各商工会の本部・支所では、経営指導員を配置し、創業者予定者や創業後間も

ない事業者に対して、窓口での相談の他、事業所に出向いての巡回相談を行っております。 

経営指導員は、金融・税務・経理・社会保険・ＩＴ等創業に伴い発生する各種経営課題につい

てアドバイスを行っており、専門的な相談については、岡山県商工会連合会に設置されてい

る「広域サポートセンター」、「経営安定特別相談室」等と連携をとりながら経営課題の解決

に努めています。 

 

◎広域サポートセンター 

岡山県商工会連合会では、広域支援体制を推進するため、平成２５年４月に「広域サポートセ

ンター」を設置。これまでの労務・経理・金融といった基礎的な相談業務だけでなく、経営そ

のものに関わるような高度で複雑な支援ニーズに迅速かつ的確に対応します。 

また必要な場合は、専門家等の派遣により、中小企業が抱える課題の解決を図ります。 

平成２８年度は、創業希望者に対しての創業スクールの開催を予定しています。 

※毎日２人の専門家が常駐 

 

【お問合せ先】 

岡山県内商工会  

岡山県商工会連合会 広域サポートセンター 

  ＴＥＬ：０８６－２２４－４３４１ 

 

岡山商工会議所 

窓口相談支援 

 

◎創業、再チャレンジを支援 

創業予定者、再チャレンジに取り組む方々の総合支援窓口として、創業プランの作成、資金

調達、税務、労務など、創業に関する幅広い相談に無料で応じています。 

 岡山商工会議所１階中小企業・地域振興部内に相談窓口を設け、商工会議所の経営指導員お

よび中小企業診断士、税理士、社会保険労務士などの専門家が親切できめ細やかな対応をし

ます。 

お気軽にご相談下さい。 

 

【お問合せ先】   

  岡山商工会議所 専門指導センター 

ＴＥＬ：０８６－２３２－２２６６ 
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(独)中小企業基盤整備

機構 

経営相談 

 

 

 

◎窓口相談 

経営上の様々な課題を気軽に相談できる相談窓口を岡山大インキュベータに設けています。 

企業支援の経験豊富な専門家・アドバイザーが、皆様の経営・技術に関するご相談に無料で

応じています。 

ＵＲＬ：http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/061165.html 

 

◎経営相談ホットライン 

 中小企業の方が気軽に経営相談等を受けることができる電話相談窓口（ホットライン）を開

設しています。（月曜日～金曜日（祝日除く）、午前９時～午後５時） 

ＴＥＬ：０５７０－００９１１１（通話料有料） 

 

◎メール経営相談 

メールによる経営相談を受け付けております。 

ご相談は無料です。 

ＵＲＬ：http://www.smrj.go.jp/venture/consult/038348.html 

 

【お問合せ先】 

・(独)中小企業基盤整備機構 中国本部 経営支援課 

ＴＥＬ：０８２－５０２－６５５５ 

・岡山大インキュベータ 

ＴＥＬ：０８６－２１４－５７１１ 

 

岡山県中小企業団体中

央会 

企業組合制度の設立・

相談 

 

 

◎窓口相談 

資金面で創業に有利な制度である「企業組合」による創業及び各種相談、また、県知事認可に

向けた設立認可申請書の作成及び事業計画書作成上のアドバイスを行う。 

さらに設立後の企業組合組織における問題点を解決するための助言や専門家の紹介を行う。 

 

【お問合せ先】 

岡山県中小企業団体中央会 組織支援課 

ＴＥＬ：０８６－２２４－２２４５ 

 

（一社）中国地域ニュ

ービジネス協議会 

会員支援事業 

 

 

（対象）中国ＮＢＣ会員企業を中心とする中国地域内企業 

  

（内容） 

・ビジネス拡大支援 

 企業ＰＲ支援、販路取引先開拓支援、調査研究支援 

・経営革新支援 

 人材・リクルート支援、中小企業支援、情報提供 

・ネットワーク拡大支援 

 会員交流、連携促進、異業種交流 

・新事業創出支援 

 研究開発・事業化支援、サービス産業支援 

 

【お問合せ先】 

一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会 

広島県広島市中区鉄砲町１－２０ 

ＴＥＬ：０８２－２２１－２９２９  ＦＡＸ：０８２－２２１－６１６６ 

E-mail:nbc@cnbc.or.jp 
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施策(事業)名称 対 象 ・ 内 容 ・ 条 件 等 

おかやまインキュベー

タ協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎岡山県内のビジネス・インキュベーション施設の運営等を行う１０機関によって各施設の情

報交流を促進し、連携を強化して入居者の速やかな成長を図るため設立。 

 

[協議会会員] 

・ ビジネスインキュベータ岡山（ＢＩＯ） 

・ ｉ－ｂｏｘにいみ（新見市） 

・ インキュベーションセンター岡山ニテラス 

・ 岡山クリエイティブセンター 

・ 岡山リサーチパークインキュベーションセンター（ＯＲＩＣ） 

・ 岡山大インキュベータ 

・ くらしきベンチャーオフィス（ＫＶＯ） 

・ 児島デザイナーズインキュベータ（倉敷市）（ＫＤＩ） 

・ 岡山県 

・ (公財)岡山県産業振興財団 

 

【お問合せ先】 

 岡山県産業労働部産業振興課 

  ＴＥＬ ０８６－２２６－７３５２ 

  (公財)岡山県産業振興財団 経営支援部 中小企業支援課 

ＴＥＬ ０８６－２８６－９６２６ 

 

岡山リサーチパーク・

インキュベーションセ

ンター 

（ＯＲＩＣ） 

 

 

◎ 岡山リサーチパークインキュベーションセンターは、「ＩＴ関連やものづ 

  くりの分野で新技術や新製品の開発により新事業開拓にチャレンジする企業 

  及びに創業者の支援を通じて岡山県の産業振興を図ること」をミッションと 

  して、岡山県が設置した施設です。 

 

 １）施設概要 

  ・所在 岡山市北区芳賀5303 

  ・研究室小（ＩＴ系） 25㎡（22室） 

  ・研究室大（機械・化学系） 50㎡（28室） 

  ・試作開発室 100㎡（６室） 

  ・共用会議室（３室）、交流サロン（１室）、ミニショップ 

  

２）特徴 

  ・きめ細かな支援サービス（常駐マネージャ（３名）、顧問専門家） 

  ・高度なセキュリティシステム（静脈認証による入館管理、24時間警備） 

  ・隣接関連施設（岡山県産業振興財団、工業技術センター隣接） 

 

 ３）対象 

  ・創業を目指す個人・団体、創業間もない企業、第２創業を目指す企業等 

 

 ４）入居期間 

  ・３年以内（再申請も可能） 

 

 ５）入居手続 

施設提供 



 32 

  ・随時入居の相談を受け、原則として３か月ごと（３・６・９・12月）に開 

   催される入居者審査会で事業計画書の承認を得る必要があります。 

 

 ６）賃料（減免制度あり、光熱費別途） 

  ・研究室小 月額46,280円 

  ・研究室大 月額90,510円 

  ・試作開発室 月額180,000円 

 

【お問合せ先】 

岡山リサーチパーク・インキュベーションセンター 支援スタッフルーム 

ＴＥＬ：０８６－２８６－９１１６ 

 

「ＯＲＩＣ 

創業準備室」 

 

・創業を志しているが、まだ決断していない人のために、静かな思考する環境を提供し、かつ

専任相談員による相談対応、アドバイスを行う「創業準備室」を提供中。 

・間仕切りで仕切られた約５㎡の占有エリアに、机、椅子を完備。 

・インターネット無料提供。 

・顧問専門家の利用可能。 

 

【お問合せ先】 

岡山リサーチパーク・インキュベーションセンター 支援スタッフルーム 

ＴＥＬ：０８６－２８６－９１１６ 

 

Ｔ－ＢＩＳＣ 

(Tokyo Business 

Incubation Support 

Center) 

・Ｔ－ＢＩＳＣとは東京タワー直下にある販路開拓、情報収集などの拠点として割安な料金で

利用可能なビジネスサポート施設です。 

・ＯＲＩＣはＴ－ＢＩＳＣコンソーシアムのメンバーとして、利用希望者の推薦を致します。 

 

【お問合せ先】 

岡山リサーチパーク・インキュベーションセンター 支援スタッフルーム 

ＴＥＬ：０８６－２８６－９１１６ 

 

くらしきベンチャーオ

フィス 

（ＫＶＯ） 

 

 

 

 

 

［事業概要］ 

ＪＲ倉敷駅前に位置するインキュベーション施設です。くらしきシティプラザ西ビル８階に

ベンチャー向けオフィスを中貸事務室6室・小貸事務室１室運営しています。 

■ 賃料 

中貸事務室２０㎡・月額３０，８５７円、小貸事務室７㎡・月額１０，２８５円（共益

費・電気料・インターネット使用料を含む）別途敷金３カ月分を要す。他に、共用の会議

室、交流スペースを利用可能。 

■ 入居期間 

３年、（最大１年延長可能） 

■ 入居審査 

入居に際しては、事業計画書を提出のうえ、書面審査及び面接審査を行い、合格判定を取

得する必要があります。 

［入居条件］ 

①入居後１年以内に市内において会社を設立する意思を有する個人、または個人のグルー

プ、あるいは、②市内に本社等を置く意思を有する設立から５年以内の会社とさせていただ

いています。 

［主な特徴］ 

・専属のインキュベーションマネージャー（ＩＭ）による経営指導 

・月例ミーティングによりＩＭを交えた入居企業間の意見交換を実施 

・同時期入居の企業とのネットワークは転出後も事業に活かされます 
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・県内産業支援機関のネットワークや情報を活用できます 

［ＰＲ］ 

インキュベーション施設では、珍しい駅前立地。ロケーションに恵まれています。全７室

の小規模のインキュベーション施設ですが、入居企業間に自然と生まれる連帯感や専属ＩＭ

の存在は、起業間もない苦しい時機を乗り越えるパワーの源になります。 

施設見学も大歓迎。お気軽にお問合せください。 

 

【お問合せ先】 

・くらしきベンチャーオフィス 

ＴＥＬ・ＦＡＸ：０８６－４２７－０８４１ 

E-mail:kvo-im@kvo.jp 

・倉敷市商工課 

ＴＥＬ：０８６－４２６－３４０５  ＦＡＸ：０８６－４２１－０１２１ 

E-mail:cmind@city.kurashiki.okayama.jp 

 

児島産業振興センター

デザイナーズインキュ

ベーション 

 

[事業概要] 

ＪＲ児島駅前に位置する，平成２３年４月１３日にオープンした児島産業振興センター内に

設けられたインキュベーション施設です。市内でアパレル産業やデザイナー，クリエイター

などの事業を行う（起業予定者を含む）方を対象に，貸オフィス７室を運営しています。 

 

■賃料：１号室     面積：３８㎡ 月額：３４，３１５円 

２号室～５号室 面積：２３㎡ 月額：２１，１７２円 

６・７号室   面積：２１㎡ 月額：１８，３１６円 

（共益費・電気料を含む）他に、地場産業ワークスペース工業用ミシン、 

多目的コーナーを利用可能。 

■入居期間：３年（ただし1年ごとに事業計画の進捗状況の上、使用許可更新の可否を決定） 

■入居審査：入居に際しては、事業計画書を提出のうえ、審査会でプレゼンテーションを行

い、合格判定を取得する必要があります。 

 

［入居条件］ 

① 倉敷市内でアパレル産業ほか、デザイナー・クリエーターなどの事業を行う意思を有す

る個人、または個人のグループ。 
② 倉敷市内に本社等の事業拠点を置く意思を有する、設立から５年以内の会社 

［主な特徴］ 

・専属のインキュベーションマネージャー（ＩＭ）が常駐し，きめ細やかな相談制度の充実 

・同時期入居の企業とのネットワークは転出後も事業に活かされます 

・県内産業支援機関のネットワークや情報を活用できます 

・工業用ミシン等の施設機能が無料で利用できます 

 

【お問合せ先】 

・倉敷市児島産業振興センター 

ＴＥＬ：０８６－４４１－５１２３  ＦＡＸ：０８６－４４１－５１２４ 

・児島商工会議所 

ＴＥＬ：０８６－４７２－４４５０  ＦＡＸ：０８６－４７４－３５０６ 

 

アートインク津山 

（シェアオフィス） 

 

◎津山市内の空き家を活用したシェアオフィスを設置し、市内で創業や第二創業を目指す方

創業間もない事業者を支援します。 

 

 【施設・設備】 

・施設…シェアオフィス、ミーティングルーム、図書ルーム 
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・設備…プリンター、Ｗｉ－Ｆｉ（入居者専用）、個人ロッカー完備、共用冷蔵庫など 

 

【入居可能な方】 

・創業準備中又は創業間もない方（概ね５年以内） 

・市外の事業者でサテライトオフィスとして活用したい方 

・第二創業（現在と別の事業の立ち上げ）を予定する方 

・ソフト系事業（デザイン、ＩＴ、ソーシャルビジネス等）を営む方 

※原則として事務所として活用することが前提です。 

※現在市外にお住いの方もご利用可能です。 

※入居可能年数は入居月より最大３年間までとなっております。 

 

【入居費用】 

・１名あたり月々１０，０００円（税別） 

［別途］共益費月々２，０００円（税別） 

※駐車場が必要な場合は別途費用が必要です。 

 

【お問合せ先】 

・レプタイル株式会社（運営） 

  TEL：０８６８－３５－２４０５ 

・つやま産業支援センター 

（津山市役所経済産業部みらい産業課内） 

    TEL：０８６８－２４－０７４０ 

 

テクノフロンティア岡

山（賃貸工場・賃貸オ

フィス） 

 

 

 

①入居対象者 

基盤的技術産業に属する事業を営んでおり、試作開発型事業を行おうとする者 

②施設の概要 

・オフィスタイプ ３００㎡ ２棟 

・工場タイプ ４００㎡ ２棟 

・工場タイプ ２５０㎡ ２棟 

③賃料 

３６４，５００～５４０，０００円/月（税込） 

④ソフト支援 

岡山県、岡山市、岡山県工業技術センター、岡山大学産学官融合センターとネットワークを

組み、各分野での相談・支援活動を実施します。 

 ＵＲＬ：http://www.smrj.go.jp/site/instit/005243.html 

 

【お問合せ先】 

(独)中小企業基盤整備機構 中国本部 支援拠点サポート課 

ＴＥＬ：０８２－５０２－６６８８ 

 

岡山大インキュベータ

（賃貸施設） 

 

 

①入居対象者 

・大学発ベンチャー 

・大学等の研究成果・人的資源等を活用したベンチャー企業設立に向けた起業計画・事業計

画を有する者 

・大学等との連携（共同研究、技術指導等）により、新たな事業展開を目指して起業、また

は第二創業を図る個人、ベンチャー企業、中小企業、大企業の社内ベンチャー（連携を希

望する者を含みます。） 

②施設の概要 

居室はウェットタイプで、オフィス利用も可能です。 

・ラボ（実験室） ２４㎡  ６室 
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・ラボ（実験室） ３０㎡  ５室 

・ラボ（実験室） ４８㎡ １７室 

③賃料 
７７，７６０～１５５，５２０円/月（税込） 

④ソフト支援 

・常駐するインキュベーション・マネージャーによる総合的なビジネスサポートを実施しま

す。 

・岡山大学津島キャンパス内に立地しているため、大学の研究者とのタイムリーで緊密な共

同研究が可能です。 

・岡山大学、岡山県、岡山市、中小機構等が連携した幅広い支援を実施中です。 

 URL：http://www.smrj.go.jp/incubation/od-plus/index.html 

 

【お問合せ先】 

・(独)中小企業基盤整備機構 中国本部 支援拠点サポート課 

ＴＥＬ：０８２－５０２－６６８８ 

・岡山大インキュベータ 

ＴＥＬ：０８６－２１４－５７１１ 

 

ＢｕｓｉＮｅｓｔ 

（ビジネスサポート施

設） 

 

◎『ＢｕｓｉＮｅｓｔ（ビジネスト）』とは、新規事業の立ち上げや、既存事業の活性化、異

業種・異分野の交流を応援することを目的に、自由なオフィススペース、専属サポーターに

よる支援、視野とネットワークを拡げるイベント、ビジネスを基礎から学べるプログラムな

どをご用意して、中小企業大学校東京校（東京都東大和市）に開設しています。 

 賃貸オフィスとしても利用できますので、首都圏進出の足掛かりとしてご活用ください。 

 URL：http://businest.smrj.go.jp/ 

 

【お問合せ先】 

(独)中小企業基盤整備機構 中小企業大学校東京校 ＢｕｓｉＮｅｓｔ 

ＴＥＬ：０４２－５６５－１１９５ 

 

指導員派遣及び施設設

備貸与 

 

◎地域の事業主又は事業主団体等が行う教育訓練、研修等への支援策の一環として、職業訓練

指導員の派遣及び施設設備の貸与・開放を行い、能力開発の場を提供しています。 

○施設関係 

 例）研修室（定員２０名～８０名） 

   実習室（機械、溶接、電気、建築、ＣＡＤ 等） 

○設備関係 

 例）マシニングセンタ、ＮＣ旋盤、各種溶接機、自動カンナ盤 等 

 

指導員の派遣及び施設設備の使用を希望するときは、下記まで、お問い合わせください。 

 

【お問合せ先】 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構  

岡山職業訓練支援センター（ポリテクセンター岡山）訓練課 事業主係 

ＴＥＬ：０８６－２４６－２５３０ 
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施策(事業)名称 対 象 ・ 内 容 ・ 条 件 等 

岡山県 

 (公財)岡山県産業振

興財団 

創業者サロン 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジネスプラン設計セ

ミナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレ・インキュベーシ

ョンセミナー 

（創業支援研修） 

 

 

 

 

 

 

 

◎創業安定期までの創業者を対象とした交流組織。参加者の主体的な企画・運営によるワーク 

 ショップ等の活動を通じて、知識・技術の習得、経営者資質の向上、事業の成長を目指す。 

 

 対 象 者：創業１０年以内の個人、法人 

 内 容：創業者を対象とした交流組織である創業者サロンの企画・運営 

 開催時期：平成２８年９月～平成２９年２月（予定） 

      ・ワークショップ等（全６回） 

      ・先進地視察 

 開催場所：岡山市内（先進地視察を除く） 

 

 

◎専門講師等による高度なビジネスプラン作成についてのノウハウを学ぶセミナー。 
 ビジネスプランコンテストおかやま２０１６の関連講座として開催。 
 
 
 開催時期：平成２８年７月１６日（土）、７月３１日（日） 
      平成２８年８月２０日（土）、８月２７日（土） （全４回） 
 開催場所：岡山県立図書館 
 定  員：１５名程度（応募申込みの内容を確認して受講者決定） 
 受 講 料：無料 
 

 

◎創業前、もしくは創業間もない方を対象に、経理やマーケティング、プレゼンテーションと

いった事業活動に欠かせないノウハウを学ぶセミナー。修了までにビジネスプランが作成でき

るようなカリキュラムとしている。 

 

開催時期：平成２８年９月～平成２８年１２月（全１０回程度）※予定 

開催場所：岡山県立図書館ほか 

 
【お問合せ先】 

  (公財)岡山県産業振興財団 経営支援部 中小企業支援課 

ＴＥＬ：０８６－２８６－９６２６ 

 
  

女性創業支援研修（創

業塾） 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性創業支援研修（創

業セミナー） 

 

 
◎創業前、もしくは創業間もない女性を対象に、創業に必要な知識やノウハウをわかりやすく

学ぶことのでる創業塾を開催する。 

・開催時期：①初級Basicコース(全５回、下記土曜日) 

       ７／２３、３０、８／２０、９／１７、１０／８ 

②中・上級Step upコース(全５回、下記火曜日)  

１０／１８、２５、１１／１５、２９、１２／１３ 

・開催場所：岡山県男女共同参画推進センター（ウィズセンター） 

・定員：各コース１５名、無料、託児サービスあり 

 

 

◎創業前、もしくは創業間もない女性を対象に学びと意見・情報交換の場となるセミナー＆交

流会を開催する。 

・開催時期：平成２８年７月９日(土)、平成２９年２月４日(土) 

研修・セミナーなど 
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・開催場所：岡山県男女共同参画推進センター（ウィズセンター） 

・参加費：無料。ただし、交流会のみ５００円必要 

 

【お問合せ先】 

岡山県女性創業サポートセンター（男女共同参画推進センター内） 

ＴＥＬ：０８６－２３３－００５１ 

 ※相談日(火・土、第３週目は火・金)以外の日は、留守番電話 

 

ＯＲＩＣ 

ＯＲＩＣセミナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＲＩＣ 交流会 

 

 

 

 

３Ｄプリンター初級 

セミナー 

 

・２カ月に一回程度の割合で、ＯＲＩＣにて、セミナーを開催 

・専門性の高い講師に依頼し､話題性の高いテーマについて有用な情報を提供する。 

・入居企業のみでなく、一般に公開しており、参加自由。 

・講師の例 

> 県内を中心とした企業の経営者 

> 専門家（弁護士、弁理士 など） 

> 話題性の高い機関、企業など 

  （倉敷ファッションセンターの吉村氏による「日本のジーンズ・世界のジーンズ」 

地域の情報発信に貢献するセミナー、など） 

 

 

・毎月昼から昼食会として実施。 

・入居企業紹介、ゲスト機関紹介、名刺交換会などで構成。 

・入居企業と県内企業の交流促進を目的として実施。 

 

 

・３ヶ月に一度開催予定（３Ｄプリンターを使用した実習を含む） 

 

 

【上記三事業のお問合せ先】 

岡山リサーチパーク・インキュベーションセンター 支援スタッフルーム 

ＴＥＬ：０８６－２８６－９１１６ 

 

岡山市 

起業家塾 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性創業セミナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ ビジネスプランの作成を目指します。 

・対象者：①市内居住者で、これから事業を開始する者 

          ②市内で事業を開始して間もない者 

・内 容：事業の開始に伴う経営、財務、商品開発、その他の問題について、中小企業診断士

を講師とした勉強会を４か月にわたり実施します。 

・開催時期：５～７月 

（５／２２、６／５・１９、７／３・１７、７／３１、全６回） 

・開催場所：岡山県立図書館 

 

◎ 女性を対象に、開業・創業における基本的知識の習得を行います。 

・対象者：①市内居住者で、これから事業を開始する者 

     ②市内で事業をしており、これから新分野進出などの事業転換を考 

えている者 

     ③市内での事業開始を希望及び計画している者 

・内 容：開業・創業に関する基本的な事項及び問題についてのセミナーです 

①事業をするとは、どのようなことか 

  ②開業準備のチェックポイント 

  ③開業・創業の基礎 知識 

    ④事業計画について  など 
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開業・創業セミナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開業・創業相談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創業者交流会 

・開催時期：９月２８日（水） 

・開催場所：岡山ふれあいセンター 

 

◎ 開業・創業における基本的知識の習得を行います。 

・対象者：①市内居住者で、これから事業を開始する者 

     ②市内で事業をしており、これから新分野進出などの事業転換を考 

えている者 

     ③市内での事業開始を希望及び計画している者 

・内 容：開業・創業に関する基本的な事項及び問題についてのセミナーです 

     ①事業をするとは、どのようなことか 

     ②開業準備のチェックポイント 

     ③開業・創業の基礎知識 

     ④事業計画について など 

・開催時期：９月～１１月（４回程度） 

・開催場所：岡山ふれあいセンター 

 

◎ 税理士、司法書士、中小企業診断士による開業・創業に関する相談会を実施します。 

・対象者：①市内居住者で、これから事業を開始する者 

     ②市内で事業をしており、これから新分野進出などの事業転換を考 

えている者 

     ③市内での事業開始を希望及び計画している者 

・内 容：①経営に関すること 

     ②税務に関すること 

     ③融資に関すること 

・開催時期：９月～１１月（３回程度） 

・開催場所：岡山市内の公共施設 

 

◎ 創業者、創業予定者の交流の場を提供します。 

・対象者：①岡山市起業家塾の受講生 

②岡山商工会議所、各商工会、中小企業基盤整備機構の創業塾等の 

受講生 

③その他創業者、創業・起業を考えている者 

・内 容：①販路拡大に関する講演 

②交流会 

③展示会 

④談会 

⑤談会 

・開催時期：未定 

・開催場所：岡山商工会議所 会議室 

 

【お問合せ先】 

 岡山市 産業振興・雇用推進課中小企業振興室 

  ＴＥＬ：０８６－８０３－１３２５ 

 

倉敷市 

くらしき創業サポート

センター起業塾 

 

◎ 創業サポートセンター起業塾の概要  

今後創業予定の方や創業に興味のある方を対象に、創業に必要な基礎知識について学んでい

ただく講座を開催します。売れる仕組みづくり、事業計画の作成方法など創業に不可欠な事

柄について、専門家が分かりやすく説明するほか、起業家の体験談等も予定しています。 

 

（１） 講師：ＫＶＯインキュベーション・マネージャー、起業家、中小企業診断士、税理士な

ど。  
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（２）期間：起業家塾プレセミナー（6/18） 

      年２期（前期：7/2、7/9、7/16、7/23）全４回 

      起業家塾プレセミナー（11/5） 

         （後期：11/19、11/26、12/3、12/10）全４回 

       

（３） 参加予定者：約３０名  

（４） 内容（予定）  

・起業の心構え・オリエンテーション、会社の作り方、マーケティング基礎、財務会計、事  

業計画の作成等  

 

【お問合せ先】  

倉敷市商工課  

ＴＥＬ：０８６－４２６－３４０５  ＦＡＸ：０８６－４２１－０１２１  

E-mail:cmind@city.kurashiki.okayama.jp  

 

津山市 

つやま産業塾 

「経営能力開発講座」 

 

 

◎つやま産業塾の概要 

 津山市人づくり事業運営委員会が実施する人づくり事業であり、将来の津山市産業界のリー

ダー育成を目的として、平成２年から多くの講座を開催しています。 

 

【内容】 

 ・専門講師によるコーチング・マーケティングなどの研修、経営者の講演、企業訪問など 

【定員】 

 ・３０人 

【受講料】 

 ・受講料 １万円（全１２回分） 

【応募資格】 

 ・４月１日現在で満５０歳以下の方 

・津山市に在住又は勤務する農商工業等の経営者・その後継者・幹部（候補者含む）又はそ

れに準ずる方 

・過去「経営能力開発講座」受講回数が３回未満の方 

【期間】 

 ・平成２８年８月～平成２９年８月 

【場所】 

 ・雇用労働センター（企業見学は現地） 

【お問合せ先】 

 ・つやま産業塾事務局（津山市産業経済部みらい産業課内） 

  ＴＥＬ：０８６８－３２－２１７８ 

 

真庭市 

まにわ創業塾 

 

 

◎まにわ創業塾 

 創業・開業を考えている方や興味のある方を対象として、事業を始めるための心構え、事業

計画の作成、開業資金融資制度・助成金・創業事例の紹介など、実際の操業に役立つ知識が習

得できるワークショップ中心の参加型セミナーです。 

 なお、この事業は、真庭市の「特定創業支援事業」に位置付けられています。 

 

 

【講師】 

・井野口房雄氏（㈱インキュベーション＆リボーン） 

【期間】 

・平成２８年５月７日～平成２８年５月２８日（全４回、毎週土曜日） 

 毎回１０：００～１７：００ 
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【定員】 

・２０名（申込順） 

【受講料】 

・無料 

【場所】 

・真庭商工会本部 

 

【お問合せ先】 

 真庭商工会本部 

  ＴＥＬ：０８６７－４２－４３２５  ＦＡＸ：０８６７－４２－４３３７ 

 

笠岡市 

かさおか創業塾 

 

 

 

◎かさおか創業塾 

 創業に興味を持たれている方や創業後間もない方を対象にして，ビジネスを始めるために必

要な基本的な考え方を，わかりやすく実践的に学びます。 

(１) 講師：Ｄ＆Ｍ ＳＯＬＵＴＩＯＮ 高橋 志織氏， 

安藤経営戦略事務所 中小企業診断士 安藤 覺氏 

(２) 期間：平成２８年６月１２日～９月４日［全５回］ 

    １０時～１３時（３時間） 

    １４時～１７時（３時間） 

(３) 参加予定者：約２０名 

(４) 内容： 

第１回 「開講式／オリエンテーション」 

「創業奮闘記」 

「ビジネス成功の条件と自分自身の棚卸し」 

   第２回 「ビジネス成功のポイント(1)〜戦略・組織・マーケティング編〜」 

       「ユニークな視点でビジネスを考える」 

   第３回 「ビジネス成功のポイント(2) 〜開業実務・財務編〜」 

   第４回 「ビジネスプラン発表会」「修了式」 

   第５回 【フォローアップ】 

       「トップセールス＆広告プロモーションの基本」 

「個別相談会」 

【お問合せ先】 

笠岡商工会議所 

ＴＥＬ：０８６５－６３－１１５１ 

ＦＡＸ：０８６５－６２－３７３０ 

E-mail:info@kasaokacci.jp 
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岡山商工会議所 

創業スクール 

 

 

 

 

 

 

創業者交流会 

 

◎事業を開始するために必要なノウハウを学習する 

対象者：創業、起業をお考えの方 

内 容：創業を開始するための心構え、ビジネスプラン（事業計画）作成、融資制度や創業

事例の紹介など、実際の創業に役立つ講座 

開催時期： 9/17、9/24、10/1、10/15、10/22、全5回 

開催場所：岡山商工会議所 会議室 

 

◎創業者、創業予定者への支援 

対象者：創業者、創業、起業をお考えの方 

内 容：お互いの宣伝や事業連携に結びつける支援を行う 

開催時期：２月又は３月 

開催場所：岡山商工会議所 会議室 

 

【お問合せ先】 

岡山商工会議所 専門指導センター 

ＴＥＬ：０８６－２３２－２２６６ 

岡山県中小企業団体中

央会 

企業組合制度による創

業セミナー 

 

 

企業組合制度による創業セミナー 

創業起業者必見！【 ゼロイチ】 マーケティングセミナー  

＜日時・場所＞ 

平成２８年９月１０日（土）１３：００～ ピュアリティまきび 

 

＜対象＞ 

創業・起業を目指している方。ソーシャルビジネスや企業組合制度に関心をお持ちの方。 

 

＜内容＞ 

企業組合制度の特徴紹介、企業組合での創業体験談などを予定。 

 

【お問合せ先】 

岡山県中小企業団体中央会 組織支援課 

ＴＥＬ：０８６－２２４－２２４５ 

 

(独)高齢・障害・求職

者雇用支援機構 

岡山職業訓練支援セン

ター 

在職者訓練 

(能力開発セミナー) 

 

 

◎技術革新の進展や産業構造の変化に伴い、新製品の開発、多品種少量生産、生産性の向上な

どを担うことのできる高度な人材を育成することが重要な課題となっています。 

こうした企業の人材育成のニーズに応えるため、在職者の方を対象に、機械、電気・電子及

び建築分野等における実践的な知識、技能・技術を習得するための研修を実施しています。 

 研修期間は、２～５日間程度。受講料が必要です。 

詳しくは、パンフレット「平成２７年度在職者訓練コースガイド」をご覧ください。パンフ

レットが必要なときは、下記までご連絡ください。 

 

【お問合せ先】 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

岡山職業訓練支援センター（ポリテクセンター岡山）訓練課 事業主係   

ＴＥＬ：０８６－２４６－２５３０ 
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（一社）中国地域ニュ

ービジネス協議会 

 

創業支援のための研修セミナーは実施しておりませんが、各協力団体の実施される、研修セミ

ナーへの誘導等は、十分に可能です。 

又、総会、その他講演、勉強会等は実施しております。 

 

【お問合せ先】 

一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会 

広島県広島市中区鉄砲町１－２０ 

ＴＥＬ：０８２－２２１－２９２９  ＦＡＸ：０８２－２２１－６１６６ 

E-mail:nbc@cnbc.or.jp 

 

(独)中小企業基盤整備

機構 

ちょこっとゼミナール 

 

「 ちょこっとゼミナール」は、小規模事業を営む方やこれから起業する方を対象とした講座で

す。 

ちょっとした休息時間を使って学べるよう、どの講座も１０分程度とコンパクトです。 

You Tubeに公開していますので、無料で何度でもご覧いただけます。 

http://chokozemi.smrj.go.jp/ 

 

【お問合せ先】 

(独)中小企業基盤整備機構 経営支援部 人材支援グループ ちょこっとゼミナール担当 

ＴＥＬ：０３－５４７０－１６４５ 
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施策(事業)名称 対 象 ・ 内 容 ・ 条 件 等 

(公財)岡山県産業振興

財団 

販路開拓商談会 

 

 

 

 

◎ 営業人材・ノウハウ・実績不足等により、開発した新商品等の販路開拓に苦慮している中

小・ベンチャー企業等を対象に、商談の相手先と成り得る百貨店やスーパー等の調達担当

者（バイヤー）との商談の場を設定し、新たな販路の開拓を支援します。 
 

対  象：具体的な商品についての商談が可能な県内の中小・ベンチャー企業 
開催時期：平成２８年７月２０日（水）、平成２９年１月（予定） 
開催場所：岡山市内 
 

 

【お問合せ先】 

  (公財)岡山県産業振興財団 経営支援部 取引支援課 

ＴＥＬ：０８６－２８６－９６７７ 

 

(公財)岡山県産業振興

財団 

第１２回しんきん合同

ビジネス交流会 
 

 
◎ 県内８信用金庫及び（株）日本政策金融公庫岡山支店、（公財）岡山県産業振興財団、（独）

中小企業基盤整備機構中国本部、信金中央金庫岡山支店が合同で開催するビジネス交流会

です。毎回およそ４００社の参加がある当交流会は、それぞれのお取引先様のビジネスチ

ャンスを広げる交流の場としてご活用いただいております。 
 

対  象 製品、技術、サービス、システムを提供する事業者等 
開催時期  平成２８年９月１４日（水） 
開催場所 コンベックス岡山 大・中・小展示場（岡山市北区大内田６７５） 

 

 

【お問合せ先】 

  （公財）岡山県産業振興財団 経営支援部 中小企業支援課 

ＴＥＬ：０８６－２８６－９６２６ 

 

(公財)岡山県産業振興

財団 

ベンチャーマーケット

岡山 

（資金調達支援事業） 

 

 

 

◎優れた技術やビジネスプランを持ち、事業拡大のために資金調達等を希望しているベンチャ

ー企業等が、金融機関やベンチャーキャピタル等の投資家等の前でビジネスプランの発表を

行い、同時に設定する個別商談を通じて、資金調達のための投資家等との出会いの場を提供

します。 

 

対  象：優れた技術やビジネスプランを持つ中小・ベンチャー企業 

（業種は問わない） 

開催時期：平成２８年１０月、平成２９年１月（予定） 

 開催場所：岡山市内 

 

 

【お問合せ先】 

  (公財)岡山県産業振興財団 経営支援部 中小企業支援課 

ＴＥＬ：０８６－２８６－９６２６ 

 

 

 

 

情報の活用（情報発信）
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倉敷市 

創業検討者及び創業間

もない方へのメール配

信 

 

 

倉敷市商工課では、倉敷市のほか、岡山県産業振興財団、市内商工団体等の実施する創業セミ

ナーや各種助成制度等、創業やビジネスに役立つ情報をメールマガジンとして発信しています

。 

ご希望の方は、下記のアドレスに、「ＫＶＯメールマガジン登録希望」と記してメールしてく

ださい。 

［倉敷市商工課メールアドレス］ 

 E-mail:cmind@city.kurashiki.okayama.jp 

 

【お問合せ先】 

倉敷市商工課 

ＴＥＬ：０８６－４２６－３４０５  ＦＡＸ：０８６－４２１－０１２１ 

E-mail:cmind@city.kurashiki.okayama.jp 

 

岡山県商工会連合会 

特産品アンテナショッ

プ「むらからまちから

館」による販路開拓支

援 

 

 

 

◎「むらからまちから館」は、全国商工会連合会が東京都千代田区有楽町で運営するアンテナ

ショップです。 

創業者の方は、自社商品の販売をすることにより、東京市場での需要動向やお客様のご意見

やご要望などの情報を得ることが出来ます。 

 

 

【お問合せ先】 

岡山県内商工会 

岡山県商工会連合会 組織支援課   

ＴＥＬ：０８６－２２４－４３４１ 

 

(独)中小企業基盤整備

機構 

新価値創造展（中小企

業総合展） 

 

 

 

◎中小企業・ベンチャー企業が優れた製品・技術・サービス等を展示・紹介することにより、販

路開拓、業務提携といった企業間の取引を実現するビジネスマッチングの機会を提供するイ

ベントです。 

 URL：http://shinkachi.smrj.go.jp/ 

 

・新価値創造展２０１６【予定】 

開催時期：平成２８年１０月３１日（月）～１１月２日（水） 

開催場所：東京ビッグサイト 

※詳細につきましては、５月末頃にＨＰ等にて発表する予定です。 

 

【お問合せ先】 

(独)中小企業基盤整備機構 販路支援部 販路支援課 

ＴＥＬ：０３-５４７０-１５２５ 

 

(独)中小企業基盤整備

機構 

Ｊ－Ｎｅｔ２１ 

（中小企業ビジネス支

援サイト） 

 

 

 

 

 

◎公的機関の支援情報を中心に、経営に関するＱ＆Ａや数多くの企業事例などを簡単に調べる

ことができる中小企業のためのポータルサイトです。 

URL：http://j-net21.smrj.go.jp/ 

 

・「起業ＡＢＣ」 

起業を準備段階からサポートするマニュアルや事例等を紹介します。 

・「業種別スタートアップガイド」 

様々な業種について、開業の準備や手続き等を詳しく解説します。 

・「創業促進補助金」 

起業・創業や第二創業を行う方に対して、必要となる経費の一部を補助する事業を紹
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介します。 

・「支援情報ヘッドライン」 

   国や都道府県等の中小企業向けの支援施策（セミナー・イベント、助成制度等）を集

めた検索システムです。 

・「中小企業ニュース」 

中小企業経営に役立つホットな話題をお届けします。 

 

【お問合せ先】 

(独)中小企業基盤整備機構 広報統括室 広報課 

ＴＥＬ：０３-５４７０-１５１９ 

 

(独)中小企業基盤整備

機構 

経営計画作成アプリ「

経営計画つくるくん」 

 

 

◎経営計画書の作成に不慣れな事業者の方、或いは、中小企業・小規模事業者の経営計画書作

成の支援に携わる方に利用いただくことを目的として、経営計画作成アプリ『経営計画つく

るくん』を開発しました。 

 お持ちのタブレットに、本アプリをインストールしてご活用ください。 

 URL：http://www.smrj.go.jp/jinzai/063743.html 

 

【お問合せ先】 

(独)中小企業基盤整備機構 経営支援部 人材支援グループ（アプリ担当） 

ＴＥＬ：０３-５４７０-１６４２ 

 

(独)中小企業基盤整備

機構 

経営自己診断システム 

 

◎自社の財務データを入力するだけで、即時に財務状況と経営危険度を把握できるシステムで

す。（利用料無料、登録不要） 

URL：http://k-sindan.smrj.go.jp/ 

 

【お問合せ先】 

(独)中小企業基盤整備機構 経営支援部 経営支援課 

ＴＥＬ：０３－５４７０－１５６４ 

 

岡山県 

ベンチャーミーティン

グ 

 

◎ベンチャー企業が大学生へＰＲする場を設け、ベンチャー企業の認知度の向上を図る。 

 また若い世代にベンチャー企業を知ってもらい、起業家人材発掘の一助となることを期待。 

 

 日時：平成２８年１０月（予定） 

 場所：ノートルダム清心女子大学（岡山市） 

 

【お問合せ先】 

岡山県 産業労働部 産業振興課 

ＴＥＬ：０８６－２２６－７３５２ 

 

（一社）中国地域ニュ

ービジネス協議会 

 

会員企業に対するインフォメーション、ＨＰ等での情報提供を行っています。 

ＨＰは会員に限らず、ご覧になれます。 

 

【お問合せ先】 

一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会 

広島県広島市中区鉄砲町１－２０ 

ＴＥＬ：０８２－２２１－２９２９  ＦＡＸ：０８２－２２１－６１６６ 

  E-mail:nbc@cnbc.or.jp 



 46 

 
 

施策(事業)名称 対 象 ・ 内 容 ・ 条 件 等 

中国経済産業局 

産業競争力強化法に基

づく地域における創業

支援 

 

◎平成２６年 1 月より施行の産業競争力強化法では、地域の創業を促進させる施策として、市

区町村が民間事業者と連携し、創業支援を行っていく取組を支援します。 

市区町村は「創業支援事業計画」を作成し国の認定を受けることが出来ます。 

市区町村は認定された計画に従って、商工団体、金融機関等の創業支援事業者と協力し、個

別相談、セミナー等の実施、インキュベーション施設貸与等の創業支援事業を実施していき

ます。 

 

【支援制度】 

◎創業支援事業者補助金 

 国からの認定を受けた創業支援事業計画に基づき、市町村と連携した民間事業者が行う創業

支援の取り組みに要する経費の一部を補助します。１認定計画につき、当該年度の補助対象

経費の３分の２以内１，０００万円を上限とします。 

◎認定特定創業支援事業を受けた創業者への支援 

特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以後５年を経過して

いない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減（株式会社又は合同会社は、

資本金の０．７％→０．３５％、合名会社又は合資会社は、１件につき６万円→３万円）され

ます。 

 （最低税額の場合、株式会社設立は１５万円が７．５万円、合同会社設立は６万円が３万円

にそれぞれ減額） 

※特定創業支援事業とは、市区町村又は創業支援事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援

で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。 

 

【お問合せ先】 

  中国経済産業局産業部新事業支援室 

ＴＥＬ：０８６－２２４－５６５８ 

 

-（注）各支援策については変更となる場合もございますので、最新内容は各機関にお問い合わせ下さい。 

 

 

 

その他支援施策 


