
URL(リンクしています)

岡山商工会議所　 http://www.okayama-cci.or.jp/

倉敷商工会議所 http://www.kura-cci.or.jp/

津山商工会議所 http://www.tsuyama-cci.or.jp/

玉島商工会議所 http://www.urban.ne.jp/home/tamatama/

玉野商工会議所 http://www.tamanocci.jp/

児島商工会議所 http://www.kojima-cci.or.jp/

笠岡商工会議所 http://www.kasaokacci.jp/

井原商工会議所 http://www.ibara.ne.jp/~cci/

備前商工会議所 http://www.bizencci.or.jp/

高梁商工会議所 http://www.optic.or.jp/takahashi-cci/

総社商工会議所 http://www.kibiji.ne.jp/scci/

新見商工会議所 http://www.niimi.or.jp/

岡山北商工会 http://okayamakita.jp/

岡山西商工会 http://www.okayamanishi.jp/

岡山南商工会 http://www.southokayama.jp/

吉備中央町商工会 http://kibichuo.jp/

瀬戸内市商工会 http://www.setouchi.org/

赤磐商工会 http://www.akaiwasci.org/

備前東商工会 http://www.okasci.or.jp/bizenhigashi/

和気商工会 http://wakesci.org/

つくぼ商工会 http://www.tsukubo.net/

総社吉備路商工会 http://www.okasci.or.jp/kibiji/

真備船穂商工会 http://www.okasci.or.jp/mabi-funao/

浅口商工会 http://asakuchisci.jp/

備中西商工会 http://www.okasci.or.jp/biccyuunishi/

備北商工会 http://www.bihoku.or.jp/

阿哲商工会 http://www.okasci.or.jp/atetsu/

真庭商工会 http://www.maniwasci.or.jp/

作州津山商工会 http://www.okasci.or.jp/s-tsuyama/

鏡野町商工会 http://kagaminosci.com/

久米郡商工会 http://kumegun-sci.jp/

みまさか商工会 http://www.mimasaka-sci.org/

http://www.okachu.or.jp/

http://www.okasci.or.jp/

（株）中国銀行 https://www.chugin.co.jp/

（株）トマト銀行 https://www.tomatobank.co.jp/

おかやま信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/okayama/

水島信用金庫 http://www.mizushin.co.jp/

津山信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/tsuyama/

玉島信用金庫 http://www.tamashin.co.jp/

備北信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/bihoku/

吉備信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/kibi/

備前日生信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/bizenhinase/

笠岡信用組合 http://www.kasaoka.shinkumi.jp/

（株）日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/

（株）商工組合中央金庫岡山支店 https://www.shokochukin.co.jp/

岡山県信用保証協会 http://okayama-cgc.or.jp/

・連携して金融支援
・事業承継診断等の実施（希望する金
融機関のみ）

・事業承継診断の実施、関係機関や専
門家等への取次ぎ、個者支援

機　　関　　名 主な役割

・商工会の支援を統括

商
工
団
体

金
融
機
関

岡山県中小企業団体中央会

岡山県商工会連合会

岡山県事業承継ネットワーク構成機関一覧
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URL(リンクしています)機　　関　　名 主な役割

岡山県事業承継ネットワーク構成機関一覧

岡山弁護士会 http://www.okaben.or.jp/

日本公認会計士協会中国会岡山県部会 http://www.region.jicpa.or.jp/chugoku/

中国税理士会岡山県支部連合会 http://www.chuzei.or.jp/

（一社）岡山県中小企業診断士会 http://www.optic.or.jp/o-smeca/

岡山県司法書士会 http://www.okayama-shiho.com/

岡山県行政書士会 https://www.okayama-gyosei.or.jp/modules/Top/

岡山県社会保険労務士会 http://www.okayama-sr.jp/

中国経済産業局　 http://www.chugoku.meti.go.jp/

岡山財務事務所 http://chugoku.mof.go.jp/okayama/

（独）中小企業基盤整備機構中国本部 http://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/

岡山県事業引継ぎ支援センター http://www.optic.or.jp/division_detail/index/7.html

岡山県中小企業再生支援協議会 http://www.optic.or.jp/enterprise_detail/index/32.html

岡山県よろず支援拠点 http://www.optic.or.jp/yorozu/

岡山県経営改善支援センター http://www.optic.or.jp/enterprise_detail/index/33.html

岡山市 http://www.city.okayama.jp/

倉敷市 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/

津山市 http://www.city.tsuyama.lg.jp/

笠岡市 http://www.city.kasaoka.okayama.jp/

井原市 http://www.city.ibara.okayama.jp/

赤磐市 http://www.city.akaiwa.lg.jp/

真庭市 http://www.city.maniwa.lg.jp/

高梁市 http://www.city.takahashi.okayama.jp/

新見市 http://www.city.niimi.okayama.jp/

美作市 http://www.city.mimasaka.lg.jp/

備前市 http://www.city.bizen.okayama.jp/

瀬戸内市 http://www.city.setouchi.lg.jp/

玉野市 http://www.city.tamano.lg.jp/

総社市 http://www.city.soja.okayama.jp/

浅口市 http://www.city.asakuchi.okayama.jp/

和気町 http://www.town.wake.okayama.jp/

早島町 http://www.town.hayashima.lg.jp/

里庄町 http://www.town.satosho.okayama.jp/

矢掛町 http://www.town.yakage.okayama.jp/

新庄村 http://www.vill.shinjo.okayama.jp/

鏡野町 http://www.town.kagamino.lg.jp/

勝央町 http://www.town.shoo.lg.jp/

奈義町 http://www.town.nagi.okayama.jp/

西粟倉村 http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/

久米南町 http://www.town.kumenan.okayama.jp/index.html

美咲町 http://www.town.misaki.okayama.jp/

吉備中央町 http://www.town.kibichuo.lg.jp/

県 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/45/

事
務
局

http://www.optic.or.jp/push-succession/

・連携して専門家課題を伴う案件へ対
応

・施策情報の提供等

・連携して総合支援

（公財）岡山県産業振興財団
  　　（コーディネーター）

・県と協議して支援戦略、事業実施計
画を作成
・各種事業の実施、進捗管理
・事業承継診断の実施、関係機関や専
門家等への取次ぎ、個者支援

・Ｍ＆Ａ案件等に対する専門的支援

・連携して再生支援

・事業承継支援の考え方に関する助言

・普及、広報活動等の連携
・市町村支援施策の情報提供、連携
・後継者人材バンク事業の実施（希望
する市町村のみ）

・連携して経営改善支援

市
町
村

岡山県 ・支援戦略等の立案、総合調整

国
・
国
機
関

士
業
専
門
家
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