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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
電 話
メール

https://www.chugoku.meti.go.jp/
082-224-5658
chugoku-shinjigyosien01@meti.go.jp

ＦＡＸ

082-224-5643

○支援メニュー概要
１ セミナー・創業塾
（１）第 3 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と支援者との出会いや優良ロール
モデルの顕在化を促進することを目的にビジネスプラン
コンテストを開催します。
【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・場所など
【開催日】（予定）
３１年１２月１６日
【場所】
広島国際会議場

２ 補助金・資金調達

募集期間・開催日など

（１）創業支援等事業者補助金
【概 要】
産業競争力強化法における認定連携創業支援等事業者が
認定創業支援等事業計画に基づき行う、特定創業支援等
事業及び創業機運醸成事業の取組を支援します。
【対象者】
産業競争力強化法の認定を受けた創業支援等事業計画に
基づき、市区町村と連携して特定創業支援等事業・創業
機運醸成事業に取り組む認定連携創業支援等事業者
３ その他

【募集期間】（予定）
３１年４月末～
３１年５月下旬

日時・場所など
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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丁目４番６号
Ｈ Ｐ
電 話
メール

http://www.pref.okayama.jp/
086-226-7354
keiei@pref.okayama.lg.jp

ＦＡＸ

086-224-2165

○支援メニュー概要
１ セミナー・創業塾
（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、プレインキュベーションセミナーの
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、創業支援研修（創業
塾）、セミナー、交流会などを実施する。
【対象者】
創業を目指す又は創業して間もない女性など
（３）ソーシャルビジネス支援事業
【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】
ソーシャルビジネスでの起業に関心がある又は起業を目指す方
２ 補助金・資金調達

開催日・場所など
（１）
【開催日】（予定）
令和元年９月～１２月
【場所】
岡山県立図書館
（２）
【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）
（３）
【開催日】（予定）
未定

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】
【募集期間】（予定）
岡山県の定める分野において、県内で新たに社会的事業を起業する者
令和元年６月～
に対し、伴走支援を行うとともに、起業に係る経費の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、県内で新たに社会的事業
を起業する方
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イノベーション推進班

○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
電 話
メール

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/43/
086-226-7380
ＦＡＸ
sangyo@pref.okayama.lg.jp

086-224-2165

○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】
【お問い合わせ先】
産業振興課イノベーション
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
推進班
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
086-226-7380
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
（２）ベンチャー等立地促進事業補助金
【お問い合わせ先】
【概 要】
産業振興課イノベーション
製造業、情報通信業及びデザイン業を行うベンチャー企業が、新たに
推進班
事業所の賃借及び従業員の雇用を行う場合に必要な経費の一部を補助
086-226-7380
します。
【対象者】
県内において新たに事業所を賃借して事業を行うベンチャー企業であ
って、下記ア～ウのいずれかの要件を満たす者
ア 県内の公的インキュベーション施設への入居実績
イ 産学官連携事業の実績を有すること。
ウ 産業競争力強化法に係る支援措置をおけた実績を有すること。
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】
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インキュベーションセンター岡山ニテラス＜岡山市＞
③岡山クリエイティブセンター ＜岡山市＞
④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＞
⑤岡山大インキュベータ＜岡山市＞

4

【お問い合わせ先】
産業振興課イノベーション
推進班
086-226-7380
（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

⑥くらしきベンチャーオフィス＜倉敷市＞
⑦児島デザイナーズインキュベーション＜倉敷市＞
⑧ｉ－ｂｏｘにいみ＜新見市＞
○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及びに創業者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。
【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㎡（24室）
・研究室（大） 50㎡（27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
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【お問い合わせ先】
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

支援機関名

岡山市

担当課・窓口名

産業観光局 商工観光部 産業振興雇用推進課 中小企業振興室

○問い合わせ先
所在地
岡山市北区大供１－１－１
Ｈ Ｐ
電 話
メール

http://www.city.okayama.jp/
086-803-1325
chuushou@city.okayama.lg.jp

ＦＡＸ

0806-803-1738

○支援メニュー概要
１ セミナー・創業塾
（１）岡山市起業家塾
【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）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】
創業に向けて準備中、創業して間もない方
２ 補助金・資金調達

開催日・場所など
【開催日】（予定）
平成３１年５月２２日 ～
７月３日 計６階
【場所】
未定

【開催日】
未定
【場所】
未定
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】
【募集期間】（予定）
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、
平成３１年４月中下旬～６
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 月末日
助します。
【対象者】
平成３１年４月１日から平成３２年２月末日までに岡山市内において
創業又は創業予定の方

３ その他

日時・場所など

（１）「おかやま・スタートアップ支援拠点」支援事業
【概 要】
【拠点オープン】（予定）
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
平成３１年８月頃
を持つ多様な人々が気軽交流拠点を整備するとともに、民間主体の協議 【場所】
会を設立し、本協議会を通じて、拠点整備や事業運営に取り組み、岡山
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫ
市に新事業の創出や事業の活性化等を促進することを目指します。
ＳＴＯＲＥ 岡山駅前
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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
電 話
メール

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/shoukou/
086-426-3405
ＦＡＸ
cmind@city.kurashiki.okayama.jp

086-421-0121

○支援メニュー概要
１ セミナー・創業塾
（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）
を年２～３期実施します。
【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回限りの講座を年４～５
回実施します。
【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）【新】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
２ 補助金・資金調達

開催日・場所など
（１）
【開催日】（予定）
第１期：７月～８月
第２期（秋），第３期（冬）
は未定
【場所】
第１期：児島産業振興センタ
ー会議室
（２）
【開催日】（予定）
未定（Ｈ３０年度は，５・８・
１１・２月に開催）
【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）
未定（年１回）
【場所】（予定）
未定（倉敷市内）

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
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（１）
【募集期間】（予定）
平成３１年４月１日～随時
（予算限り）

（２）
【募集期間】（予定）
平成３１年４月１日～随時
（予算限り）

【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
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
上記支援メニューの詳細等は，当課ホームページをご覧ください。
その他中小企業支援向け施策含め，情報は随時更新しています。
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/shoukou/
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（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）
①８月３１日・９月１日
②１０月５日・６日
【場所】（予定）
①天満屋倉敷店
②アリオ倉敷

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
電 話
メール

http://www.city.kasaoka.okayama.jp
０８６５－６９－１１８８
ＦＡＸ
syoukoukankou@city.kasaoka.lg
.jp

０８６５－６９－２１８５

○支援メニュー概要
１ セミナー・創業塾
（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

２ 補助金・資金調達

開催日・場所など
【開催日】
平成３１年６月８日，
１５日，２２日，７月１３日，
９月１４日
【場所】
かさおか創業サロン

募集期間・開催日など

（１）起業支援事業補助金
【概 要】
【募集期間】
市内で起業準備・起業を始める方を対象に，かかった経費の一部を助成
随時（平成３１年度内に
する制度
起業を完了すること）
【場所】
【対象者】
笠岡市商工観光課
創業塾修了者で笠岡市在住

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
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【開催日】（予定）
毎週木曜日
【場所】
かさおか創業サロン

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 番地 2
Ｈ Ｐ
電 話
メール

http://www.city.maniwa.lg.jp/
0867-42-1033
kenji_moriya@city.maniwa.lg.jp

ＦＡＸ

0867-42-3907

○支援メニュー概要
１ セミナー・創業塾
（１）起業女子応援カフェ
【概 要】
セミナー及び個別相談会を開催
【対象者】
市内で起業を考えている女性

開催日・場所など
【開催日】（予定）
2019 年 10 月頃
【場所】
未定

（２）まにわ創業塾（真庭市商工会主催）
【概 要】
セミナーを開催
【対象者】
市内で創業・開業を考えている方や興味のある方
２ 補助金・資金調達

【開催日】
2020 年 1 月頃
【場所】
真庭商工会本部
募集期間・開催日など

（１）起業支援事業補助金
【概 要】
起業するときに上限 100 万円を補助
（特定創業支援事業証明書があれば上限 150 万円）
【対象者】
市内で起業される事業者

３ その他

日時・場所など

（１） 真庭市内創業相談窓口
○創業ワンストップ相談窓口
【概 要】
・真庭商工会本部
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 ○創業相談窓口
に応じて適切な支援ができるように窓口を設置
・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
・備北信用金庫北房支店
・倉吉信用金庫真庭支店
・日本政策金融公庫津山支店
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つやま産業支援センター

支援機関名
担当課・窓口名

○問い合わせ先
所在地
岡山県津山市山北 663 津山市役所東庁舎 1F
Ｈ Ｐ
電 話
メール

https://www.tsuyama-biz.jp/
0868-24-0740
doi@tsuyama-biz.jp

ＦＡＸ

0868-24-0881

○支援メニュー概要
１ セミナー・創業塾
（１）創業スクール Homing
【概 要】
無料支援スクール及びビジネスプランコンテストを開催します。
【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ターンで企業を目指す方

２ 補助金・資金調達

開催日・場所など
【開催日】（予定）
2019 年 9 月 7 日
～12 月 21 日（9 回）
【場所】
未定
（コンテスト：リージョンセン
ター ペンタホール）
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、空き家、空き店舗を活用される方。
（サテライトオフィス設置については設置の際に 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。）
３ その他

【募集期間】（予定）
2019 年 4 月 1 日～
2019 年 5 月 31 日
【場所】
つやま産業支援センター

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）
【対象者】
津山市内の事業者
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随時

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
電 話
メール

http://www.okayama-cci.or.jp/
086-232-2266
occi@okayama-cci.or.jp

ＦＡＸ

086-232-5269

○支援メニュー概要
１ セミナー・創業塾
（１）岡山商工会議所創業スクール
【概 要】
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。
【対象者】
創業、起業をお考えの方。
（２）創業者交流会
【概 要】
創業者相互の宣伝や事業連携に結びつける支援を行う。
【対象者】
創業者、創業・起業をお考えの方

開催日・場所など
【開催日】（予定）
令和元年 9 月～10 月頃
【場所】
岡山商工会議所

【開催日】（予定）
令和 2 年 2 月～３月頃
【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。
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【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

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
電 話
メール

http://www.okasci.or.jp/
086-224-4341
kouikisc@okasci.or.jp

ＦＡＸ

086-222-1672

○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

（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

３ その他

【日時】
随時
【場所】
岡山県信用保証協会

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
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【日時】
随時
【場所】
岡山県商工会連合会

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番１９－２０２号
Ｈ Ｐ
電 話
メール

http://www.okachu.or.jp/
086-224-2245
soshiki@okachu.or.jp

ＦＡＸ

086-232-4145

○支援メニュー概要
１ セミナー・創業塾
（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）
2019 年 10 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

14

開催日・場所など

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
Ｈ Ｐ
電 話
メール

広島市中区鉄砲町１－２０ 第３ウエノヤビル７F
https//www.cnbc.or.jp
082-221-2929
miyazaki@cnbc.or.jp

ＦＡＸ

082-221-6166

○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。

【応募期間】（予定）
毎年１１月～１２月
【審査期間】
翌年１月～４月
【審査】
中国地域ニュービジネス大
賞審査会による審査
第１次審査：２月（書類選考）
第２次審査：４月（応募事業
ヒヤリング審査、現地調査）
表彰式：６月

（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）
【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
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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

支援スタッフルーム

○問い合わせ先
所在地
〒701-1221
岡山県岡山市北区芳賀 5303
Ｈ Ｐ
http://www.oric.ne.jp/
電 話
086-286-9116
メール
info@oric.ne.jp

ＦＡＸ

086-286-9117

○支援メニュー概要
１ セミナー・創業塾
開催日・場所など
（１）知財ビジネスマッチング
【概 要】
【開催日】（予定）
協力企業、京都リサーチパーク㈱と㈱中国銀行と連携し、大企業の保有する
2019 年 秋～冬頃
開放特許を県内企業へ紹介し、新規事業・第二創業創出を促進する。新規創 【場所】（予定）
業検討者には ORIC 誘致の上、支援対応方針。
ORIC
【対象者】
県内外の企業及び、岡山県での新規創業検討者
（２）医工連携セミナー
【概要】
協力企業、京都リサーチパーク㈱と㈱中国銀行と連携し、県内医療機関とも
のづくり・IT 関係企業の異業種間の交流を促進することで、新規事業創出の
促進を図る。
【対象者】
県内外の企業及び、岡山県での新規創業検討者
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

県内創業を目指す方の個別支援・相談など
【概 要】
・入居企業向けの財務関係の勉強会への参加
・資金調達方法の相談
・ビジネスプランの作成支援（創業準備室の活用など）
【対象者】
創業を目指して活動している起業家の方など

【開催】
随時
【場所】
ORIC
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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二丁目 12 番 23 号
Ｈ Ｐ
電 話
メール

http://www.okayama-cgc.or.jp/
086-243-1124
keieishien@okayama-cgc.or.jp

ＦＡＸ

086-244-3807

○支援メニュー概要
１ セミナー・創業塾
・当協会主催のセミナー等の開催予定はありません
各支援機関との共催、後援により開催する予定です

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

【取扱期間】
2019 年 4 月 1 日から
2020 年 3 月末まで

＜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）

【取扱期間】
2019 年 4 月 1 日から
2020 年 3 月末まで

（１）岡山県新規創業資金
【概 要】
保証限度額：2,000 万円 保証期間：10 年以内
保証料率 ：0.7％
融資利率：1.35％以内
（２）岡山市新事業創出資金
【概 要】
保証限度額：1,500 万円 保証期間：7 年以内
保証料率 ：0.7％
融資利率：1.35％
※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）倉敷市創業等支援資金
【概 要】
保証限度額：1,500 万円又は 1,000 万円
保証期間 ：1 年超～10 年以内
保証料率 ：0.7％
融資利率：1.65％
※市町村が実施する認定特定創業支援事業により支援を受け
た場合の保証限度額は 1,500 万円。
そうでない場合の保証限度額は 1,000 万円。
そうでない場合で、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
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（４）倉敷市創業サポート特別資金
【概 要】
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％
融資利率：0.3％
※市町村が実施する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 2019 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】

【事業期間】
2019 年 4 月 1 日から
2020 年 3 月末まで

創業者及び創業予定者（創業後5年以内の方を含む）
※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
電 話
メール

https://www.jfc.go.jp/
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

＜以下、予定＞
（１）女性・若者向け創業相談ウィーク
（１）
【概 要】創業に関する素朴な疑問から創業計画書の作り方まで応 【開催日】令和元年８月
える相談会
【場 所】岡山商工会議所
【対象者】創業に興味のある女性や学生を含む若者
（２）創業者交流会
（２）
【概 要】先輩創業者の体験談を聞き、情報交換のために交流会を 【開催日】令和元年 9 月まで
行うもの
に
【対象者】創業前の方や創業後間もない方
【場 所】日本公庫岡山支店
（３）生活衛生関係営業者向け経営課題解決セミナー
【概 要】増加する訪日外国人集客のためのポイントを講師が説明
【対象者】飲食店、旅館業を主とした経営者の方
（創業予定者を含む）

（３）
【開催日】令和元年７月頃
【場 所】日本公庫岡山支店

２ 補助金・資金調達

募集期間・開催日など

＜創業に関する融資制度＞
（１）「日本公庫の新規開業ローン一覧」
（２）「新創業融資制度」

―

３ その他

募集期間・開催日など
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支援機関名

（独）中小企業基盤整備機構

担当課・窓口名

中国本部企業支援部企業支援課・連携支援部連携支援課

○問い合わせ先
所在地
〒７３０－００１３
広島県広島市中区八丁堀５－７ 広島ＫＳビル３Ｆ
Ｈ Ｐ
http://www.smrj.go.jp/index.html
電 話
(企業支援課)
ＦＡＸ
０８２－５０２－６５５５
(連携支援課)
０８２－５０２－６６８８
メール

(企業支援課)
０８２－５０２－６５５８
(連携支援課)
０８２－５０２－６６９０

○支援メニュー概要
１ セミナー・創業塾
未定

開催日・場所など

２ 補助金・資金調達
募集期間・開催日など
（１）起業支援ファンド
【概要】
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/supporter/fund_investment/
・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
ファンド事業企画課
ＴＥＬ：０３－５４７０－１６７２
３ その他
（１）小規模企業共済
【概要】
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/kyosai/skyosai/
・掛
金：１,０００円～７０,０００円（５００円刻み）で自由に選択
可能。
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。
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日時・場所など

【対象】
個人事業主、共同経営者、小規模の法人(会社など)の役員の方
【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
（２）経営相談
◎経営アドバイス
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。
http://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/sme/consulting/
◎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/sme/consulting/tel/
【お問合せ先】
・(独)中小企業基盤整備機構 中国本部 企業支援課
ＴＥＬ：０８２－５０２－６５５５
・岡山大インキュベータ
ＴＥＬ：０８６－２１４－５７１１
（３）岡山大インキュベータ（賃貸施設）
【概要】
①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
・ラボ（実験室）
３０㎡
５室
・ラボ（実験室）
４８㎡ １７室
②賃料
７７，７６０～１５５，５２０円/月（税込）
③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/
【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、

21

大企業の社内ベンチャー（連携を希望する者を含みます。）
【お問合せ先】
・(独)中小企業基盤整備機構 中国本部 支援推進課
ＴＥＬ：０８２－５０２－６６８９
・岡山大インキュベータ
ＴＥＬ：０８６－２１４－５７１１
（４）ＢｕｓｉＮｅｓｔ（ビジネスサポート施設）
【概要】
『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
（５）ちょこっとゼミナール
【概要】
「 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。
URL：http://chokozemi.smrj.go.jp/
【お問合せ先】
(独)中小企業基盤整備機構 人材支援部 中小企業大学校web校 ちょこっと
ゼミナール担当
ＴＥＬ：０３－５４７０－１８２３
（６）新価値創造展（中小企業総合展）
【概要】
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://www.smrj.go.jp/sme/market/exhibition/
【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

（７）Ｊ－Ｎｅｔ２１（中小企業ビジネス支援サイト）
【概要】
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
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新価値創造展２０１９
【開催日】（予定）
令和元年１１月２７日～１
１月２９日
【場所】
東京ビッグサイト
※詳細につきましては、
５月中
頃にＨＰ等にて発表する予
定です。

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/
・「起業マニュアル」
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
。
・「業種別開業ガイド」
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
（８）経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」
【概要】
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://tsukurukun.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（アプリ担当）
ＴＥＬ：０３-５４７０-１６４２
（９）経営自己診断システム
【概要】
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
（１０）起業ライダーマモル
【概要】
「起業ライダーマモル」は、２４時間３６５日、いつでもどこでもスマー
トフォンで気軽に起業相談ができる無料のサービスです。起業までの流れ
や実務情報などの起業に関する質問に対して、ＡＩ（人工知能）が最適な
回答を瞬時に提示します。
URL：https://startup.smrj.go.jp/
【お問合せ先】
(独)中小企業基盤整備機構 企画部 ＡＩプロジェクト推進室
ＴＥＬ：０３－５４７０－１５１１
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（１１）Ｅ－ＳＯＤＡＮ（イーソーダン）
【概要】
「Ｅ－ＳＯＤＡＮ（イーソーダン）」は、チャットボットを入り口として、
２４時間３６５日、幅広い経営相談に対応するオンラインの経営相談サー
ビスです。本チャットボットは、中小機構が保有する膨大な経営相談Ｑ＆
Ａデータや知識データを活用し、ＡＩが瞬時に最適な回答を行います。特
に、多くの相談が見込まれる「営業・販売・マーケティング」について重
点的に学習しています。
https://bizsapo.smrj.go.jp/
【お問合せ先】
(独)中小企業基盤整備機構 経営支援部 経営支援企画課
ＴＥＬ：０３－５４７０－１５２０
（１２）ここからアプリ
【概要】
「ここからアプリ」は、生産性向上でお困りの中小企業・小規模事業者が、
使いやすい・導入しやすいと思われる業務用アプリを紹介する情報サイト
です。業種や困りごとからアプリの絞込みを行うことにより中小企業や小
規模事業者の目的にあったビジネス用アプリを紹介できるようになって
います。また随時、ビジネス用アプリの追加を行なっていく他、導入事例
の紹介やセミナーなどの情報発信も行っていきます。
「ここからアプリ」 https://ittools.smrj.go.jp/
「生産性向上特設サイト」 https://seisansei.smrj.go.jp/
【お問合せ先】
(独)中小企業基盤整備機構 経営支援部 支援機関サポート課
ＴＥＬ：０３－５４７０－１５８１
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公益財団法人 岡山県産業振興財団

支援機関名
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

岡山県岡山市北区芳賀 5301 テクノサポート岡山

Ｈ Ｐ

http://www.optic.or.jp/

電 話

086-286-9677

メール

svinfo@optic.or.jp

ＦＡＸ

086-286-9691

○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
【概 要】
セミナー及び個別相談会を開催します。
【対象者】
創業に向けて準備中、創業して間もない方

【開催日】
令和元年 8月上旬
【場所】
岡山県立図書館

（２）プレ・インキュベーションセミナー
【開催日】
【概 要】
令和元年 8月 下旬
創業に必要な知識の習得と事業計画を策定や実践的なＰＲ手法な
～11月下旬（10回）
どについて学ぶ創業支援研修
【場所】
【対象者】
岡山県立図書館
創業に向けて準備中、創業して間もない方、新たな事業展開を目指
す方
（３）女性創業セミナー＆交流会
【概 要】
女性起業家による創業セミナーと女性起業家同士の交流会
【対象者】
創業に向けて準備中、創業して間もない女性

【開催日】
令和元年7月、2月
【場所】市内ホテル等

（４）女性創業塾（初級・上級）
【概 要】
創業に必要な知識の習得と事業計画を策定します。
【対象者】
創業に向けて準備中、創業して間もない女性

【開催日】
令和元年8月～10月
令和元年11月～12月
【場所】
きらめきプラザ６階
ウィズセンター会議室
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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】
銀行、ＶＣ等とのマッチングの場を提供します。
【対象者】
新規事業を考えており、融資・投資を希望される方

【開催日】（予定）
令和元年 9 月頃
令和２年 1 月頃
【場所】未定

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）
【開催日】
【概 要】
月曜日～金曜日
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・ 8：30～17：15
コーディネーター等が無料で対応します。
【場所】
【対象者】
岡山県産業振興財団
創業に関心がある方、創業後に課題がある方
（２）窓口相談（女性創業サポートセンター）
【開所日】
火曜日・土曜日
【概 要】
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、女性相 9：30～18：00
※相談日はＨＰ参照
談員が無料で対応します。
【場所】
【対象者】
きらめきプラザ６階
創業に関心がある方、創業後に課題がある方
ウィズセンター内
（２）専門家派遣
【概 要】経営課題解決のために専門家を無料で派遣します。
【対象者】創業して 7 年以内の方

上記支援メニューの詳細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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※ご利用を希望の方は、
上記問い合わせ先まで
ご連絡ください。

