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支援機関名 
中国経済産業局  

担当課・窓口名 産業部経営支援課 

○問い合わせ先 

所在地 広島県広島市中区上八丁堀 6-30 

Ｈ Ｐ https://www.chugoku.meti.go.jp/ 

電 話 082₋224-5658 ＦＡＸ 082-224-5643 

メール chugoku-shinjigyosien01@meti.go.jp 

○支援メニュー概要 

１ セミナー・創業塾 開催日・場所など 

  

 

 

２ 補助金・資金調達 募集期間・開催日など 

  

 

 

 

 

 

 

３ その他 日時・場所など 

 

（１）第５回中国地域女性ビジネスプランコンテスト 

【概 要】 

 中国地域の女性起業家を対象としたビジネスプラ 

ンコンテストを開催。中国 NBC、中国経済連合会、日本政策

投資銀行との４者による共催で、女性起業家と支援者との

出会いや優良ロールモデル顕在化の促進が目的。 

 

【対象者】 

    女性経営者による既にスタートしている事業、もしくは 

女性創業予定者によるこれからスタートしようとする事業 

計画で、今後の成長が期待でき、かつ技術・サービス・ビジ 

ネスモデル等において新規性あるいは付加価値が期待でき 

るもの。 

 

 

【開催日】（予定） 

 令和３年１２月 
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支援機関名 岡山県 

担当課・窓口名 経営支援課 経営・人材支援班 

○問い合わせ先 

所在地 岡山市北区内山下２－４－６ 

Ｈ Ｐ https://www.pref.okayama.jp/soshiki/45/ 

電 話 086-226-7354 ＦＡＸ 086-224-2165 

メール keiei@pref.okayama.lg.jp 

○支援メニュー概要 

１ セミナー・創業塾 開催日・場所など 

 （１）起業家人材育成支援事業 

【概 要】 

 創業＆フォローアップセミナー、分野別ミニ創業塾等の開

催や専門家派遣を行う。 

  【対象者】 

   創業に向けて準備中又は創業して間もない方など 

 

 （２）女性創業サポートセンター事業 

  【概 要】 

   女性創業サポートセンターを開設し、創業相談対応やミニ

セミナーの開催を行う。 

  【対象者】 

   創業を目指す女性又は創業して間もない女性など 

 

 （３）地域課題解決ビジネス支援事業 

  【概 要】 

   セミナーや実務支援講座、個別相談会の開催や、専門家派遣

を行う。 

  【対象者】 

   地域課題解決ビジネスに関心のある者又は地域課題解決型

起業支援金の申請予定者 

 

 

 

【開催日】（予定） 

 令和３年６月～１１月 

【場所】 

 岡山県立図書館 

 

 

 

【開設場所】 

 きらめきプラザ６Ｆ 

 ウィズセンター内 

（岡山市北区南方 2-13-1） 

 

 

 

【開催日】 

 起業者発掘セミナー 

  令和３年７月中旬 

 実務支援講座 

  令和３年７月中旬～ 

８月上旬 

 専門家派遣 

  令和３年８月～ 

令和４年１月頃まで 

２ 補助金・資金調達 募集期間・開催日など 

 （１）地域課題解決型起業支援事業 

【概 要】 

   岡山県の定める分野において、県内で新たに起業、事業承

継、第二創業を行う者に対し、伴走支援を行うとともに、起

業等に係る経費の２分の１以内（上限２００万円）を、起業

支援金として執行団体経由により支給する。 

  【対象者】 

   社会性、事業性、必要性等の要件を満たし、県内で新たに起

業、事業承継、第二創業する者 

 

【募集期間】 

・第１回 

 令和３年４月１９日～ 

      ５月２１日 

・第２回 

 令和３年７月８日～ 

      ８月１３日 

３ その他 日時・場所など 
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支援機関名 岡山県 

担当課・窓口名 産業労働部産業振興課地域産業班 

○問い合わせ先 

所在地 岡山県岡山市北区内山下２－４－６ 

Ｈ Ｐ https://www.pref.okayama.jp/soshiki/43/ 

電 話 086-226-7352 ＦＡＸ 086-224-2165 

メール sangyo@pref.okayama.lg.jp 

○支援メニュー概要 

１ 補助金・資金調達 募集期間・開催日など 

（１）岡山県エンジェル税制 

【概 要】 

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。 

 

  【対象者】 

   ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家 

 

 

【問い合わせ先】 

 産業振興課地域産業班 

  086-226-7352 

２ 施設提供 日時・場所など 

（１）おかやまインキュベータ協議会 

【概 要】 

   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

機関により組織し、創業相談会の開催や、各施設が連携し

て利用者のビジネス成長を支援します。 

 

  【協議会会員・施設】※＜ ＞内は所在地 

 ①ビジネス・インキュベーター岡山＜岡山市＞ 

②岡山クリエイティブセンター ＜岡山市＞ 

③岡山リサーチパークインキュベーションセンター(ORIC)

＜岡山市＞ 

④岡山大インキュベータ＜岡山市＞ 

⑤くらしきベンチャーオフィス＜倉敷市＞ 

⑥児島デザイナーズインキュベーション＜倉敷市＞ 

⑦真庭市地域産業振興センター＜真庭市＞ 

   （事務局）岡山県、（公財）岡山県産業振興財団 

 

（２）岡山リサーチパークインキュベーションセンター(ORIC) 

【概 要】 

   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等の支援を通じて、岡

山県の産業振興を図るために県が設置した施設です。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

 産業振興課地域産業班 

  086-226-7352 

（公財）岡山県産業振興

財団 経営支援部創業・

販路開拓支援課 

 086-286-9677 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

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 

 086-286-9116 
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【対象者】 

   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 

 

【施設概要】 

   ・所在 岡山市北区芳賀5303 

   ・研究室（小） 25㎡（23室） 

   ・研究室（大） 50㎡（28室） 

   ・試作開発室  100㎡（６室） 

   ・産学連携室（３室）、創業準備室（１室）、共同コンサル

室（１室）、オンライン会議室（１室）、共用会議室（３

室）、交流サロン、ミニショップ 
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支援機関名 岡山市 

担当課・窓口名 産業観光局 商工部 産業政策課 産業政策係 

○問い合わせ先 

所在地 岡山県岡山市北区大供 1-1-1 本庁舎 5階 産業政策課 

Ｈ Ｐ https://www.city.okayama.jp/ 

電 話 086-803-1342 ＦＡＸ 086-803-1738 

メール sangyouseisaku@city.okayama.lg.jp 

○支援メニュー概要 

１ セミナー・創業塾 開催日・場所など 

（１）岡山市ももスタ創業スクール 

【概 要】創業に必要な基本知識や、事業計画の立案など、経験豊

富な講師陣から起業の“ノウハウ”を学ぶことが出来ます。また、

最終日は、ご自身が作成した事業計画のプレゼンテーション発表

会を行います。 

【対象者】創業に向けて準備中、創業して間もない方 

 

（２）岡山市ももスタ創業セミナー・女性限定創業セミナー 

【概 要】先輩起業家から創業の心構えや押さえておかなければ

いけないポイントを学びます。 

【対象者】創業に興味をお持ちの方など 

【(1)の開催予定日】 

令和３年６月～７月計６回 

【(2)の開催予定日】 

令和３年９月～１１月 計５回 

【（１）、（２）開催場所】 

岡山市北区駅前町 

イコットニコット２階 

Wonder Wall 

２ 補助金・資金調達 募集期間・開催日など 

（１）岡山市創業者支援事業補助金 

【概 要】本市内における創業者数の増加を図り、地域経済を活性

化するため、市内で創業される方を対象に、事業の立ち上げに必要

な経費の一部を補助します。 

【対象者】令和３年４月１日から令和４年３月末日までに岡山市

内において創業又は創業予定の方 

（２）ももスタチャレンジャー支援事業 

【概 要】チャレンジ精神あふれる事業者や創業希望者等の「チャ

レンジャー」の創意工夫のあるビジネスアイディアを実現するた

めに必要となる初期費用の一部を補助します。 

【対象者】「３その他」に記載の「ももスタ」でのプレゼンテーシ

ョンにより優秀であった創業希望者や第二創業を計画する事業者

等 

（３）ももスタ創業クラウドファンディング補助金 

【概 要】創業に必要となる資金調達の手段としてクラウドファ

ンディングに係る手数料の一部を補助します。 

【対象者】ももスタを利用した岡山市内での創業を計画する創業

希望者等 

【（１）の募集期間】 

令和３年４月３０日～６月３０日 

 

 

 

 

【（２）の募集期間】 

未定 

 

 

 

 

【（３）の募集期間】 

未定 

３ その他 日時・場所など 

「おかやま・スタートアップ支援拠点」支援事業 

【概 要】 

 新しい事業にチャレンジする裾野を広げるために、創業・起業に

関心を持つ多様な人々が気軽に立ち寄れ、交流できる拠点を整備

し、「ももたろう・スタートアップカフェ（通称：ももスタ）」とし

て令和元年８月に事業開始。民間主体の運営委員会を設立し、本運

営委員会を通じて、拠点整備や事業運営に取り組み、岡山市の新事

業の創出や事業の活性化等を促進するものです。 

【事業実施日】 

通年 

【場所】 

岡山市北区駅前町 

イコットニコット２階 

Wonder Wall 
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支援機関名 倉敷市 

担当課・窓口名 商工労働部 商工課 

○問い合わせ先 

所在地 岡山県倉敷市西中新田６４０ 

Ｈ Ｐ http://www.city.kurashiki.okayama.jp/shoukou/ 

電 話 ０８６－４２６－３４０５ ＦＡＸ ０８６－４２１－０１２１ 

メール cmind@city.kurashiki.okayama.jp 

○支援メニュー概要 

１ セミナー・創業塾 開催日・場所など 

 （１）くらしき創業サポートセンター主催くらしき起業塾 

【概 要】 

 創業に必要な基礎知識を学ぶ講座（４，５回に分けて全１５

時間程度）を実施します。 

  【対象者】 

   創業を考えている人，創業予定の人，創業５年以内の人 

 

 

 

 （２）くらしきミニ起業塾 

【概 要】 

 少人数制（１０人以内），テーマごと原則１回限りの講座を

開催します。 

  【対象者】 

   原則，創業を考えている人，創業予定の人，創業５年以内の

人 

 

 （３）くらしき女性起業家セミナー・交流会 

【概 要】 

 女性起業家向けのセミナーを実施し，その後，講師，受講者

同士が意見交換できる交流会を実施します。 

  【対象者】 

   創業予定の女性，女性の経営者 

 

（１） 

【開催日】（予定） 

 第 1期：6 月 19 日から 

7 月 10 日までの毎(土) 

 第 2期（秋），第 3 期（冬）

は未定 

【場所】 

 第 1期：オンライン開催 

 

（２） 

【開催日】（予定） 

令和 3年 11 月 

【場所】（予定） 

 くらしきベンチャー 

オフィス会議室 

 

 

（３） 

【開催日】（予定） 

令和 3年 6月・9 月 

【場所】（予定） 

未定（倉敷市内） 

 

 

２ 補助金・資金調達 募集期間・開催日など 

 （１）女性起業家ネットワーク形成事業 

   （倉敷市がんばる中小企業応援事業費補助金） 

【概 要】 

 対象事業：倉敷市内における女性起業家、女性経営者、起業

を目指す女性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）の開催 

 補助率：１０分の１０， 補助限度額：１０万円 

  【対象者】 

   中小企業者（女性個人事業主又は代表者が女性である会社

に限る。） 

 

 （２）倉敷市真備地区創業支援補助金 

【概 要】 

 対象経費：真備地区で創業を行う（行った）際に掛かる委

（１） 

【募集期間】 

 令和 3年 4月 1 日～ 

    随時（予算限り） 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

【募集期間】 

 令和 3 年４月１日～ 
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託費，賃借料，機械装置費，備品費，広告宣伝費 

補助率：４分の３， 補助限度額：５０万円 

  【対象者】 

   年度中に真備地区で創業（個人事業主の場合は，市内住所要

件あり）を行い，特定創業支援等事業の支援を受けた者 

 

 

    随時（予算限り） 

 

３ その他 日時・場所など 

 （１）創業無料相談 

【概 要】 

 くらしき創業サポートセンターの各窓口で，創業に係る相

談を無料で実施します。 

  【対象者】 

   創業予定の人，創業５年以内の人 

 

 

（２）がんばれ！未来の老舗展（展示会） 

【概 要】 

 大型商業施設で，販路開拓・マーケティングを行うため，創

業者の展示会（販売会）を実施します。 

  【対象者】 

   高梁川流域圏の創業５年以内の人 

 

（１） 

【開催日】 

 通年  

【場所】 

 くらしき創業サポート

センターの各窓口 

（一部を除く。） 

 

（２） 

【開催日】（予定） 

 令和 3年 10 月 

【場所】（予定） 

 アリオ倉敷（くらしきフ

ェア内で開催） 
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支援機関名 笠岡市 

担当課・窓口名 商工観光課 

○問い合わせ先 

所在地 笠岡市中央町１－１ 

Ｈ Ｐ http://www.city.kasaoka.okayama.jp 

電 話 0865-69-1188 ＦＡＸ 0865-69-2185 

メール syoukoukankou@city.kasaoka.lg.jp 

○支援メニュー概要 

１ セミナー・創業塾 開催日・場所など 

 （１）創業塾＆フォローアップセミナー 

【概 要】 

  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 

  【対象者】 

   創業準備中・創業間もない方 

 

【開催日】 

 R3.6. 5 第 1 回 

 R3.6.12 第 2 回 

 R3.6.19 第 3 回 

 R3.6.26 第 4 回 

 R3.9.25 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

【場所】 

 かさおか創業サロン 

２ 補助金・資金調達 募集期間・開催日など 

 （１）起業支援事業補助金 

【概 要】 

    市内で創業者を対象に，かかった経費の一部を助成する

制度 

  【対象者】※下記要件をすべて備える者 

   ・市内に事務所を設置し，又は設置しようとしている者 

・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 

・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 

・起業に当たって，商工会議所等が開催する専門的な研修

を受けた者 

・申請時において，事業所に勤めていない者及び事業所の

役員でない者 

・市税及び税外収入金の滞納がない者 

・許認可等が必要な業種の場合には，それらを取得してい

ること。 

 

【募集期間】 

 随時（令和 3年度内に 

起業を完了すること） 

【場所】 

 笠岡市商工観光課 

３ その他 日時・場所など 

 （１）創業サポートセンター事業 

【概 要】 

 個別相談・岡山県よろず支援拠点の出前相談の実施 

  【対象者】 

   創業された方 

 

【開催日】（予定） 

 毎週木曜日  

【場所】 

 かさおか創業サロン 
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支援機関名 
真庭市 

担当課・窓口名 産業政策課 

○問い合わせ先 

所在地 真庭市久世２９２７－２ 

Ｈ Ｐ https://www.city.maniwa.jg.jp 

電 話 0867-42-1033 ＦＡＸ 0867-42-3907 

メール sangyou@city.maniwa.lg.jp 

○支援メニュー概要 

１ セミナー・創業塾 開催日・場所など 

 （１）まにわ創業塾（真庭商工会主催） 

【概 要】 

 専門家を講師に迎え、起業・創業に必要な基本的なスキルを 

学べるセミナーを開催します。 

  【対象者】 

   市内で起業・創業を考えている方や興味がある方 

 

【開催日】（予定） 

 令和４年１月頃  

【場所】 

 真庭商工会ほか 

２ 補助金・資金調達 募集期間・開催日など 

 （１）起業支援事業補助金 

【概 要】 

 市内で起業をされる方に、かかった経費の一部を補助する 

制度 

補助金上限 100 万円・補助率１／２ 

（まにわ創業塾を受講し、特定創業支援証明を受けた方は、 

 補助金上限 150 万円・補助率１／２） 

  【対象者】 

   ・起業の日に市内に住所を有している方 

   ・市内に事務所を設置又は設置を予定している方 

   ・市税を完納している方 

 

 

 （２）真庭市地域産業振興センター補助金 

  【概 要】 

   起業をして、真庭市地域産業振興センターに入居する場合、 

   かかった経費の一部を補助する制度 

   補助金上限 200 万円・補助率１／２ 

  【対象者】 

   ・起業の日に市内に住所を有している方 

   ・真庭市地域産業振興センターに事務所を設置又は設置を 

予定している方 

   ・市税を完納している方 

 

 

 

 

【募集期間】（予定） 

 令和３年４月１日～ 

  令和４年２月２８日 

【場所】 

 真庭市産業サポートセ

ンター 
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３ その他 日時・場所など 

 （１）真庭市創業相談窓口 

【概 要】 

 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、ニーズに応じて適切な支援ができるように窓口を設置 

 

 

【開催日】随時  

【場所】 

○創業ワンストップ相談

窓口 

・真庭商工会 

○創業相談窓口 

・真庭市産業政策課 

・真庭商工会 

・中国銀行 

・トマト銀行 

・津山信用金庫 

・備北信用金庫 

・倉吉信用金庫 

・日本政策金融公庫津山支

店 
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支援機関名 つやま産業支援センター 

担当課・窓口名  

○問い合わせ先 

所在地 津山市山北６６３ 津山市役所東庁舎１Ｆ 

Ｈ Ｐ https://www.tsuyama-biz.jp/ 

電 話 ０８６８－２４－０７４０ ＦＡＸ ０８６８－２４－０８８１ 

メール teshima@tsuyama-biz.jp 

○支援メニュー概要 

１ セミナー・創業塾 開催日・場所など 

 （１）創業スクールHoming 

【概 要】 

 創業スクール及びビジネスプランコンテスト、創業者交流会を 

開催します。 

    

  【対象者】 

   新たなビジネスに挑戦する創業・第二創業者や起業家精神 

   を持った学生、Ｕターン、Ｉターンで起業を目指す方 

 

【開催日】（予定） 

 令和３年８月～１２月 

（スクール６回、コンテスト 

 １回、交流会１回） 

【場所】 

 INN－SECT 

（インセクト）等 

２ 補助金・資金調達 募集期間・開催日など 

  （１）サテライトオフィス設置・創業サポート補助 

【概 要】 

 市内で新規創業、第二創業、サテライトオフィスの設置を検 

 討する事業者様を対象に、立ち上げに必要な建物の改修費、 

事務機器購入費を一部補助します。 

   

  【対象者】 

   津山市外の中小企業、ＵＩターンにより市外から市内に転 

   入した者（転入予定者）や市内の創業希望者（第二創業希望 

   者）で3年以上の事業計画を有し、津山市内に新たに事業所を 

開設しようとする者。 

加えて常勤の正社員１名以上の雇用があり、ＩＴ、設計、デザイン

等の事業を主事業として行う方。 

 

 

【募集期間】（予定） 

 １次募集 

 令和３年５月末 

 ２次募集 

 令和３年８月末 

 ３次募集 

 令和３年１１月末 

※予算により２次３次募集を

行わない場合あり 

 

【場所】 

つやま産業支援センター 

３ その他 日時・場所など 

（１）専門家派遣サポート補助 

【概 要】 

 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 

 遣を受けられる際の経費の１/２を負担します。（上限あり） 

 （新型コロナウイルスの影響による売上減少の特例適用の 

  場合は３／４を負担します。） 

  【対象者】 

   津山市内の事業者 

 

 

  

随時（２月末まで） 
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支援機関名 岡山商工会議所 

担当課・窓口名 中小企業支援部 金融支援課 

○問い合わせ先 

所在地 岡山県岡山市北区厚生町 

Ｈ Ｐ http://www.okayama-cci.or.jp/ 

電 話 086-232-2266 ＦＡＸ 086-232-5269 

メール occi@okayama-cci.or.jp 

○支援メニュー概要 

１ セミナー・創業塾 開催日・場所など 

 （１）創業スクール 

【概 要】 

起業に必要な事業計画作成と創業成功のポイントを学べま

す。 

  【対象者】 

   創業を目指す方、創業の予定がある方 

 

【開催日】（予定） 

 令和３年秋頃  

【場所】 

 岡山商工会議所 

２ 補助金・資金調達 募集期間・開催日など 

  

３ その他 日時・場所など 

（１）岡山商工会議所窓口相談支援 

【概 要】 

創業・起業をお考えの方、再チャレンジに取り組む方の総合 

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対応。 

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に対 

応。 

  【対象者】 

創業・起業をお考えの方、再チャレンジに取り組む方。 

 

 

【開催日】（予定） 

 月曜～金曜（祝日除く） 

 ９時～１７時（要予約） 

【場所】 

 岡山商工会議所 
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支援機関名 岡山県商工会連合会 

担当課・窓口名 広域サポートセンター 

○問い合わせ先 

所在地 岡山県岡山市北区弓之町４－１９－４０１ 

Ｈ Ｐ http://www.okasci.or.jp/ 

電 話 086-224-4341  ＦＡＸ 086-222-1672 

メール kouikisc@okasci.or.jp 

○支援メニュー概要 

１ セミナー・創業塾 開催日・場所など 

 （１）地域課題解決型起業支援事業 

【概 要】 

 対象者に向けた①事業説明会、②個別相談会を開催する。 

  【対象者】 

  ・県内で起業、事業承継、第二創業を行う者 

・県内に居住者又は移住予定者 

 

 

 

（２）地域課題解決ビジネス支援事業 

【概 要】 

 ①セミナー、②実務支援講座、③起業者交流会等を開催する。 

  【対象者】 

  地域課題解決ビジネスに関心のある又は地域課題解決型起業 

支援金の申請をお考えの方 

 

 

【開催日】 

 ①令和３年４月２７日  

 ②令和３年 

５月１０日・５月１１日 

【場所】 

 ①岡山プラザホテル 

 ②岡山県商工会連合会 

 

 

【開催日】（予定） 

 ①令和３年７月中旬 

 ②令和３年７月中旬～ 

        ８月中旬 

 ③令和３年１１月中旬 

【場所】 

 岡山市内 

２ 補助金・資金調達 募集期間・開催日など 

 （１）おかやま創業サポートデスク出張相談会 

【概 要】 

 ご相談の多い創業資金について、岡山県信用保証協会で 

完全予約制の出張相談会を実施します。 

  【対象者】 

   創業に関する融資を希望される方等 

 

（２）地域課題解決型起業支援事業 

【概 要】 

 地域の課題解決を目的として新たに起業・事業承継・第二創業を 

行う者に対し、新たな事業を開始するために必要な経費の２分 

の１以内（上限２００万円）を補助する。 

  【対象者】※交付予定件数２０件（年間） 

  ・県内で起業、事業承継、第二創業を行う者 

・県内に居住者又は移住予定者 

 

 

 

 

 

【日時】 

 随時 

 

【場所】 

 岡山県信用保証協会 

 

 

【募集期間】 

 ・第１回 

令和３年４月１９日～ 

５月２１日 

 ・第２回 

令和３年７月８日～ 

８月１３日 
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３ その他 日時・場所など 

 （１）おかやま創業サポートデスク 

【概 要】 

 創業者の事業計画立案相談、事業内容相談、金融相談等に 

ワンストップで対応します。 

  【対象者】 

   創業予定者及び創業間もない方 

 

【日時】 

随時 

 

【場所】 

 岡山県商工会連合会 
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支援機関名 岡山県中小企業団体中央会 

担当課・窓口名 組織支援一課 

○問い合わせ先 

所在地 岡山市北区弓之町 4-19-202 

Ｈ Ｐ http://www.okachu.or.jp/ 

電 話 086-224-2245 ＦＡＸ 086-232-4145 

メール akamatsu@okachu.or.jp 

○支援メニュー概要 

１ セミナー・創業塾 開催日・場所など 

 （１）創業マーケティングセミナー 

【概 要】 

 企業組合制度の特徴照会、創業体験談などを予定。 

  【対象者】 

   ・創業・起業を目指している方。 

・組合制度に関心をお持ちの方。 

 

【開催日】（予定） 

 2022 年 2 月頃 

【場所】 

 岡山市内のホテル 

２ 補助金・資金調達 募集期間・開催日など 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他 日時・場所など 
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支援機関名 （一社）中国地域ニュービジネス協議会 

担当課・窓口名 宮崎 哲彦 

○問い合わせ先 

所在地 広島市中区鉄砲町１－２０ 第３ウエノヤビル７F 

Ｈ Ｐ https//www.cnbc.or.jp 

電 話 082-221-2929 ＦＡＸ 082-221-6166 

メール miyazaki@cnbc.or.jp 

○支援メニュー概要 

１ セミナー・創業塾 開催日・場所など 

  

２ 補助金・資金調達 募集期間・開催日など 

  

３ その他 日時・場所など 

（１）中国地域ニュービジネス大賞の表彰 

 【概 要】 

 中国地域のニュービジネスの育成と振興を図ることを目的と

して、中国地域において独創的かつ市場性のあるニュービジ

ネスを展開している企業(LLP、NPO 等の団体・個人事業を含む)

を表彰する。 

 【対象者】 

中国地域において独創的かつ市場性のあるニュービジネスを

展開している企業。 

 

 

 

 

（２）中国地域女性ビジネスプランコンテスト SOERU 

 【概 要】 

中国５県を対象とした女性のビジネスプランコンテストを開催

し、中国地域で活躍する女性起業家（潜在層を含む）の支援・動機

づけとして、目標や、PRの１つの場とすると共に、 多様なロール

モデルを提示することにより全参加者の新たな成長・気づき・交流

の機会とすることを目指す。 

 【対 象】 

女性経営者の事業で、今後の成長が期待でき、かつ技術、サービ

ス、ビジネスモデル等において新規性あるいは付加価値が期待で

きるもの。あるいは、「ワーク・ライフ・バランス」を大事にしな

がら進める事業で、「ワーク・ライフ・シナジー」を生み出す取り

組み。 

 

【応募期間】（予定） 

 毎年１１月～１２月 

【審査期間】 

 翌年１月～４月 

【審査】 

第１次審査：２月（書類

選考） 

 プレゼン審査：３月 

 現地審査：３月 

  第２次審査：４月 

表彰式：６月２日（ANA ク

ラウンプラザホテル広島） 

 

【応募期間】（予定） 

【審査】 

第１次審査：９月（書類選

考） 

 第２次審査：１０月（面

接、現地審査） 

 最終選考：１１月 

表彰式：１２月７日 

（広島国際会議場） 

 

-16-

mailto:miyazaki@cnbc.or.jp


 

支援機関名 
岡山リサーチパークインキュベーションセンター（ＯＲＩＣ） 

担当課・窓口名 ORIC スタッフルーム 

○問い合わせ先 

所在地 岡山市北区芳賀 5303 

Ｈ Ｐ http://www.oric.ne.jp/ 

電 話 086-286-9116 ＦＡＸ 086-286-9117 

メール info@oric.ne.jp 

○支援メニュー概要 

１ レンタルラボ・レンタルオフィスの提供 場所 

 （１）新規性のあるものづくり・IT 開発に挑戦する方へ開発拠

点を提供 

【概 要】 

 岡山で新たな「ものづくり・ＩＴ開発」に挑戦したい方に対

して充実した設備のレンタルスペース（研究室）を提供しき

め細やかなサポート体制で「ものづくり・ＩＴ分野の新規事

業化」を支援します。 

  【対象者】 

   新規性のあるものづくり・ＩＴ開発に挑戦する方 

 

【場所】 

 ORIC 

 

２ セミナー 開催日・場所 

 （１）ORIC 交流会。セミナー 

【概 要】 

 月に一度、ＯＲＩＣ入居者に向けに交流会や外部講師を招

いたセミナーを開催し、入居者の事業促進を支援します。 

  【対象者】 

   ＯＲＩＣ入居者 

 

 

 

 

 

 

 

【開催日】 

 毎月 1 回 

【場所】 

 ORIC 

 

３ 入居者支援制度 その他 

 （１）家賃減免 

【概 要】 

 入居後最長 3年間家賃を 1／2 減免制度あり。 

  【対象者】 

   個人事業主または設立後 5 年以内の法人 

 （２）岡山県工業技術センター設備利用料半額 

  【概 要】 

   入居後 3 年間岡山県工業技術センターの設備利用料半額で

利用が可能。 

  【対象者】 

   ＯＲＩＣ入居後 3年以内の入居者 

 （３）その他にも支援制度がございます。詳細はお問い合わせく

ださい。 

 

※詳細については上記お

問い合わせ先までご連

絡ください。 
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支援機関名 岡山県信用保証協会 

担当課・窓口名 業務統括部 創業・経営支援統括課 

○問い合わせ先 

所在地 岡山県岡山市北区野田２－１２－２３ 

Ｈ Ｐ https://okayama-cgc.or.jp 

電 話 086-243-1124 ＦＡＸ 086-244-3807 

メール keieishien@okayama-cgc.or.jp 

○支援メニュー概要 

１ セミナー・創業塾 開催日・場所など 

  

２ 補助金・資金調達 募集期間・開催日など 

 

＜当協会独自の保証料率割引制度＞ 

（１）創業資金割引 

   創業者を対象とする融資制度を利用して保証を受ける場合 

に、後述の保証料率から 0.2％割引します 

 

＜創業関係の主な保証制度＞ 

【対象者】創業者及び創業予定者（創業後 5年以内の方を含む） 

 

（１）岡山県新規創業資金 

 保証限度額：2,000 万円 保証期間：10年以内  

保証料率 ：0.7％（割引後 0.5％） 

融資利率 ：1.35％以内 

 

（２）岡山市新事業創出資金 

   保証限度額：1,500 万円 保証期間：7 年以内 

   保証料率  ：0.7％（割引後 0.5％） 

融資利率 ：1.3％ 

  ※創業予定者の方はお借入額と同額以上の自己資金を 

ご用意いただくことが必要です 

 

（３）岡山市創業資金 

   保証限度額：1,500 万円 保証期間：7 年以内 

   保証料率  ：1.76%～0.45％（割引後 1.56％～0.25％） 

 融資利率 ：1.3% 

  ※（2）の岡山市新事業創出資金と合計で 1,500 万円以内 

 

（４）倉敷市創業等支援資金 

   保証限度額： 1,000 万円 

   保証期間 ：1 年超～10 年以内 

   保証料率 ：0.7％（割引後 0.5％） 

   融資利率：1.65％ 

※市町村実施の認定特定創業支援事業により支援を受け、創

業関連保証を利用する場合の保証限度額は 1,500 万円。 

そうでない場合、創業予定者の方はお借入額と同額以上の

自己資金をご用意いただくことが必要です 

 

 

【取扱期間】 

 令和 3年 4月 1 日～ 

   令和 4年 3 月末日 
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（５）倉敷市創業サポート特別資金 

   保証限度額：350 万円  保証期間：1 年超～7 年以内 

   保証料率 ：0.7％（割引後 0.5％） 

    融資利率：0.3％ 

  ※市町村実施の認定特定創業支援事業により支援を受けてい

ることが必要です。 

また、既に事業を開始または会社を設立している場合は、 

その日以後 1 年を経過していない方のみご利用いただけ 

ます 

３ その他 日時・場所など 

 

（１）岡山経営安定サポート 2021 事業 

【概 要】 

 中小企業診断士などの専門家を無料で派遣します 

  【対象者】 

   創業者及び創業予定者（創業後 5年以内の方を含む） 

 

【事業年度】 

 令和 3年 4月 1 日～ 

   令和 4年 3 月末日 

 

※予定数に到達次第、予告

なく終了する場合があり

ます 
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支援機関名 ㈱日本政策金融公庫 岡山支店 国民生活事業 
 

担当課・窓口名 
融資第二課  

○問い合わせ先 

所在地 岡山市北区柳町１－１－２７ 太陽生命岡山柳町ビル７階 

Ｈ Ｐ https://www.jfc.go.jp/ 

電 話 086-225-0010 ＦＡＸ 086-225-9081 

○支援メニュー概要 

１ セミナー・創業塾 開催日・場所など 

   

 

２ 補助金・資金調達 募集期間・開催日など 

  

＜創業される方向けの主な融資制度＞ 

 ○新規開業資金 

 ○女性、若者/シニア起業家資金 

 ○事業承継・集約・活性化支援資金 

 ○ソーシャルビジネス支援資金 

 ○生活衛生新企業育成資金       

 ○食品貸付            

   

※無担保・無保証人融資をご希望の方（創業前、税務申告２期

未満の方）は、新創業融資制度をご利用いただけます。 

 

 

 

 

【取扱期間】 

 通年 

３ その他 

 

＜事業承継マッチング支援について＞ 

○創業や事業拡大等に向けて「事業を譲り受けたい」とお考えの

方と、後継者がいないために「事業を譲り渡したい」とお考え

の方をつなぐ無料のマッチングサービスをご提供していま

す。 

 

 

 

 

 

【取扱期間】 

 通年  
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支援機関名 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中国本部 

担当課・窓口名 連携支援部 連携支援課・連携推進課 

○問い合わせ先 

所在地 広島県広島市中区八丁堀５－７ 広島ＫＳビル３Ｆ 

Ｈ Ｐ 
https://www.smrj.go.jp/index.html（本部） 

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/index.html（中国本部） 

電 話 ０８２－５０２－６６８８ ＦＡＸ ０８２－５０２－６６９０ 

○支援メニュー概要 

各支援メニューの概要と対象者について 日時・公開サイトなど 

 

 （１）小規模企業共済 

【概 要】 

 創業したら小規模共済（創業者のためのｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ）。 

 経営者のための退職金制度。 

  【対象者】 

   個人事業主、共同経営者、小規模の法人(会社等)の役員

の方 

 

 

 

 

 （２）ちょこっとゼミナール 

【概 要】 

 ちょっとした休息時間を使って学べる。 

10 分程度とコンパクト。 

無料で何度でもご覧いただける動画の講座が多数。 

  【対象者】 

   創業者や、これから起業される方 

 

 

 （３）Ｊ－Ｎｅｔ２１（中小企業ビジネス支援サイト） 

【概 要】 

 経営に関する課題の解決をサポート。 

最新の支援情報や事例を掲載するポータルサイト。 

  【対象者】 

   創業者や、これから起業される方 

 

 

 （４）起業ライダーマモル 

【概 要】 

 スマートフォンで気軽に起業の相談が可能。 

ＡＩ（人工知能）が最適な回答を瞬時に提示。 

  【対象者】 

   創業者や、これから起業される方 

 

【受付時間】 

 平日：午前 9時～午後 6 時 

【お問合せ先】 

共済相談室 

電話：050-5541-7171 

 

 

 

 

 

 

【開講期間】 

 ２４時間３６５日 

【公開サイト】 

https://chokozemi.smrj.go.j

p/ 

 

 

 

 

 

【公開日時】 

 ２４時間３６５日 

【公開サイト】 

https://j-net21.smrj.go.jp/ 

 

 

 

 

【公開日時】 

 ２４時間３６５日 

【公開サイト】 

https://startup.smrj.go.jp/ 
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支援機関名 （公財）岡山県産業振興財団 

担当課・窓口名 経営支援部 創業・販路開拓支援課（創業グループ） 

 

○問い合わせ先 

所在地 岡山市北区芳賀 5301 テクノサポート岡山 

Ｈ Ｐ https://www.optic.or.jp/ 

電 話 086-286-9677 ＦＡＸ 086-286-9691 

メール svinfo@optic.or.jp 

 

○支援メニュー概要 

１ セミナー・創業塾 開催日・場所など 

（１）創業＆フォローアップセミナー(1回) 

【概 要】 

会社経営に必要な知識の習得や自社の得意を生かして事業の

利益につなげるヒントを提供する為のセミナーを開催。 

【対象者】 

創業予定及び創業後間もない者 等 

 

【開催日】 

６月～７月中 

【場所】 

オンライン 

（２）分野別ミニ創業塾(6回)・事業計画書作成研修(2回) 

【概 要】 

企業家人材の発掘・育成を目的とし創業に必要な知識の習得

と事業計画の策定等について学ぶ勉強会を開催。 

【対象者】 

創業予定及び創業後間もない者 等 

 

【開催日】 

令和３年８月～ 

令和３年１１月 

【場所】 

県立図書館 等 

（３）女性創業サポートセンター事業（ミニセミナー）(6回) 

【概 要】 

女性の創業への気運醸成と創業に必要な知識の習得を目的と

してマーケティング、財務・経理、ビジネスモデルの作り方

等を学ぶ勉強会を開催。 

【対象者】 

創業予定及び創業後間もない女性 等 

 

【開催日】 

令和３年７月～９月 

【場所】 

きらめきプラザ６階 

ウィズセンター会議室 

（４）起業家ネットワークセミナー(2回) 

【概 要】 

    企業に関心のある学生に対して「気づき」「発想力」「実装

力」の育成を目的として、起業に役立つICTトレンドなど有益

な情報提供を行うセミナーを開催。 

【対象者】 

起業を目指す学生 等 

 

 

【開催日】 

令和３年８月、１２月 

【場所】 

  岡山県内会議室 等 
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２ 補助金・資金調達 募集期間・開催日など 

（１）ベンチャーマーケット岡山 

【概 要】 

ベンチャー企業や中小企業等と銀行、ベンチャーキャピタル

等とのマッチングを目的として、プレゼンテーション・個別

商談の場を提供。 

【対象者】 

優れたビジネスプランを持つベンチャー企業や中小企業 等 

  

【開催日】 

令和３年９月 

令和４年１月 

【場所】 

ちゅうぎん駅前ビル 

３ その他 日時・場所など 

（１）窓口相談（岡山県産業振興財団 創業・販路開拓支援課） 

【概 要】 

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、職員が対応します。 

【対象者】 

創業に関心がある方、創業後に課題がある方 等 

 

【開催日】 

月曜日～金曜日 

８：３０～１７：１５ 

【場所】 

岡山県産業振興財団  

 

（２）窓口相談（女性創業サポートセンター） 

【概 要】 

女性の創業に関する各種相談、または創業後の経営課題につ

いて、職員が対応します。 

【対象者】 

創業に関心がある女性、創業後に課題がある女性 等 

 

【開所日】 

① 月曜日～金曜日 

８：３０～１７：１５ 

② 第二・第四火曜日 

９：００～１７：００ 

【場所】 

① 岡山県産業振興財団 

② きらめきプラザ６階 

ウィズセンター内 

 

（３）専門家派遣 

  【概 要】 

   経営課題解決のために専門家を無料（最大3回まで）で 

派遣します。 

  【対象者】 

創業して７年以内の方※具体的な事業内容を有している事。 

【募集期間】 

随時 

 

上記支援メニューの詳細（開催日時 等）はこちらをご覧ください。 

★情報は随時更新しています。 
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