各種補助金等 採択結果について（H30（2018）年度）
補助金名等

対

象

2018/10/31現在

内

容

足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中
小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的
平成29年度補正予算「ものづくり・商
中小企業、小規 サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための
業・サービス経営力向上支援補助金」 模事業者
設備投資等の一部を支援します。

岡山県内企業 岡山県内大学
等採択数
採択数

64

（２次公募）

事業者名

岡山県中小企業団体中

0 央会

★採択結果 詳細について
平成30年7月豪 平成30年7月豪雨による災害によって被害を受けた地域の商

平成30年度予備費予算「商店街災害 雨による災害に 店街等に、人が集まり、活気を取り戻すための事業の経費につ
復旧等事業(商店街にぎわい創出事 よって被害を受 いて補助を行う事業です。
けた地域の商店
業)」第3次先行

5

0 中小企業庁

2

0 中小企業庁

2

0 中小企業庁

236

0 中小企業庁

街等

★採択結果 詳細について
日本国内で事
事業承継(事業再編、事業統合を除く。)を契機として経営革新
平成29年度補正予算「事業承継補助 業を営む中小企 等や事業転換を行う中小企業者に対して、その新たな取組に
業・小規模企業
金(後継者承継支援型～経営者交代 者等、個人事業 要する経費の一部を補助します。
タイプ～(3次公募))」
主、特定非営利
活動法人
★採択結果 詳細について
平成30年7月豪 平成30年7月豪雨による災害によって被害を受けた地域の商

平成30年度予備費予算「商店街災害 雨による災害に 店街等に、人が集まり、活気を取り戻すための事業の経費につ
復旧等事業(商店街にぎわい創出事 よって被害を受 いて補助を行う事業です。
けた地域の商店
業)」第2次先行
街等

★採択結果 詳細について

平成30年度予備費予算「被災地域販
路開拓支援事業(小規模事業者持続
化補助金)」(1次締切分) 商工会の管
轄地域

平成30年7月豪雨の被害を受けた小規模事業者が事業再建に
平成30年7月豪 取り組むにあたり、商工会・商工会議所の支援を受けて経営計
雨で被害を受け 画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の経費の
た小規模事業 一部を補助します。
者
★採択結果 詳細について

1

各種補助金等 採択結果について（H30（2018）年度）
補助金名等

平成30年度予備費予算「被災地域販
路開拓支援事業(小規模事業者持続
化補助金)」(1次締切分) 商工会議所
の管轄地域

対

象

2018/10/31現在

内

容

平成30年7月豪雨の被害を受けた小規模事業者が事業再建に
平成30年7月豪 取り組むにあたり、商工会・商工会議所の支援を受けて経営計
雨で被害を受け 画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の経費の
た小規模事業 一部を補助します。
者

岡山県内企業 岡山県内大学
等採択数
採択数

事業者名

101

0 中小企業庁

3

0 中小企業庁

3

0 中小企業庁

1

0 中小企業庁

★採択結果 詳細について

平成30年7月豪 平成30年7月豪雨による災害によって被害を受けた地域の商

平成30年度予備費予算「商店街災害 雨による災害に 店街等に、人が集まり、活気を取り戻すための事業の経費につ
復旧等事業(商店街にぎわい創出事 よって被害を受 いて補助を行う事業です。
けた地域の商店
業)」（第1次先行）
街等

★採択結果 詳細について

平成29年度補正予算事業承継補助
金「後継者承継支援型～経営者交代 中小企業
タイプ～」

事業承継(事業再編、事業統合を除く。)を契機として経営革新
等や事業転換を行う中小企業者に対して、その新たな取組に
要する経費の一部を補助します。

★採択結果 詳細について

平成29年度補正予算事業承継補助
金「事業再編・事業統合支援型～
M&Aタイプ～」

中小企業

事業再編、事業統合を契機として経営革新等や事業転換を行
う中小企業者に対して、その新たな取組に要する経費の一部を
補助します。

★採択結果 詳細について

2

各種補助金等 採択結果について（H30（2018）年度）
補助金名等

対

象

平成30年度 「革新的医療技術創出拠
点プロジェクト」関連シーズ
研究者
橋渡し研究戦略的推進プログラム：
シーズC

2018/10/31現在

内

容

橋渡し研究支援拠点は、これまでに整備されてきた橋渡し研
究支援基盤を強化し、自機関だけでなく他機関のシーズ発掘
や異分野の研究者が有する技術との融合によるシーズ開発、
臨床研究等で生じた課題を解決するための基礎研究（リバース
トランスレーショナルリサーチ）等の支援を行います。そして、戦
略的なシーズの育成や産学連携、臨床研究中核病院との連携
を通じて、研究成果の早期企業導出や実用化を促進できるよ
う、質の高い研究実施体制を構築します。さらには多様な収入
源を確保すること等により、本プログラム期間中に基盤整備費
の補助なく運用できる体制を構築し、全国で橋渡し研究を継続
的に推進する体制の確立を目指します。

岡山県内企業 岡山県内大学
等採択数
採択数

事業者名

0

1 日本医療研究開発機構

0

1 日本医療研究開発機構

0

2 科学技術振興機構

2

0 中小企業庁

★採択結果 詳細について

平成30年度臨床研究・治験推進研究
研究者
事業（2次公募）

日本で生み出された基礎研究の成果を薬事承認に繋げ、革
新的な医薬品を創出すること等を目指して、科学性及び倫理性
が十分に担保され得る質の高い臨床研究等を推進するととも
に、日本の臨床研究や治験の更なる活性化を目的とした研究
を推進します。
★採択結果 詳細について

平成30年度 Ａ－ＳＴＥＰ機能検証
フェーズ試験研究タイプ

大学等の研究
者

企業等の開発ニーズに基づき、技術移転の可能性が見込ま
れる大学等が保有する研究成果、知的財産の活用のための試
験研究や実証研究を支援します。
★採択結果 詳細について

創業支援事業者補助金

支援機関

創業支援事業者補助金は、国からの認定を受けた市区町村
の創業支援事業計画に従って、市区町村と連携した民間の支
援事業者などが行う創業支援に関する取り組みに要する経費
の一部を補助するものです。
★採択結果 詳細について

平成29年度補正予算「小規模事業者
小規模事業者
持続化補助金(小規模事業者支援
パッケージ事業)」

小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、小規
模事業者が、商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を
作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の経費の一部
を補助します。
★採択結果 詳細について

344

日本商工会議所

0 全国商工会連合会
3

各種補助金等 採択結果について（H30（2018）年度）
補助金名等

平成30年度予算「中小企業連携組織
対策推進事業(中小企業活路開拓調
査・実現化事業)」(第3次募集分)
・中小企業組合等活路開拓事業（展
示会等出展・開催事業）

対

象

中小企業組合
(事業協同組
合、企業組合
等)、一般社団
法人、任意グ
ループ 等

2018/10/31現在

内

容

環境変化等に対応するため、単独では解決困難な諸テーマ
（新たな活路開拓・付加価値の創造、既存事業分野の活力向
上・新陳代謝、取引力の強化、情報化の促進、技術・技能の継
承、海外展開戦略、各種リスク対策等）について、中小企業連
携グループが改善・解決を目指すプロジェクトを支援します。

岡山県内企業 岡山県内大学
等採択数
採択数

事業者名

全国中小企業団体中央

1

0会

2

0 事務局

★採択結果 詳細について

平成30年度地域創造的起業補助金

新たな需要や雇用の出等を促し我が国経済活性化させること
を目的に、新たに創業する者に対して創業に要する経費の一
新たに創業する
部を助成します。
者

地域創造的起業補助金

★採択結果 詳細について

4

各種補助金等 採択結果について（H30（2018）年度）
補助金名等

対

象

2018/10/31現在

内

容

日本国内で事
事業承継(事業再編、事業統合を除く。)を契機として経営革新
平成29年度補正予算「事業承継補助 業を営む中小企 等や事業転換を行う中小企業者に対して、その新たな取組に
業・小規模企業
金(後継者承継支援型～経営者交代 者等、個人事業 要する経費の一部を補助します。
タイプ～)」
主、特定非営利
活動法人

岡山県内企業 岡山県内大学
等採択数
採択数

事業者名

9

0 中小企業庁

3

0 中小企業庁

★採択結果 詳細について

平成30年度予算「戦略的基盤技術高
中小企業者
度化支援事業」

平成30年度予算「戦略的基盤技術高度化支援事業」は、情報
処理、精密加工等の12技術分野の向上につながる研究開発、
その試作等の取組を支援することを目的とします。 特に、中小
企業・小規模事業者が大学・公設試等の研究機関等と連携し
て行う、製品化につながる可能性の高い研究開発およびその
成果の販路開拓への取組を一貫して支援します。
★採択結果 詳細について

足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中
小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的
平成29年度補正予算「ものづくり・商 中小企業、小規 サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための
業・サービス経営力向上支援補助金」 模事業者
設備投資等の一部を支援します。

205

岡山県中小企業団体中

0 央会

★採択結果 詳細について
中小企業支援
法第２条に規定
する中小企業者
平成30年度中堅企業成長支援モデル で、岡山県内に
本社を置く、従
事業
業員300人未満
の製造業の法
人

マーケティング経験・知識の豊富なプロジェクトマネージャー
を中心に、製品デザイン、販売促進等の分野別の専門家で構
成する支援チームを編成し、新規支援企業との面談を行うなど
企業活動に伴走しながら、新規支援企業の課題に応じた事業
戦略、製品開発、販売促進方法等について、きめ細かな助言を
行う。

4

岡山県産業労働部産業

0 振興課

★採択結果 詳細について

5

各種補助金等 採択結果について（H30（2018）年度）
補助金名等

対

象

2018/10/31現在

内

容

サプライチェーンの合理化につながる産地内の事業再編や産
地間・異業種との連携等を通じて海外需要獲得を目指す繊維
産業、日用品等の生活関連産業分野のものづくり関係企業等
平成29年度「コンテンツ産業強化事業
日本に拠点を有 によるビジネスモデルの検証のための費用の一部を補助する
費補助金（ものづくりサプライチェーン していること
ことにより、産地内の事業再編や産地間・異業種との連携等を
再構築支援事業）」
促し、競争力の強化や海外需要獲得を図る。

岡山県内企業 岡山県内大学
等採択数
採択数

事業者名

2

0 日本貿易振興機構

5

0 岡山県産業振興財団

3

0 振興課

13

0 振興課

3

0 振興課

★採択結果 詳細について

平成30年度きらめき岡山創成ファンド 県内の中小企
業者
支援事業

新技術・新製品の研究開発を助成することにより、県内企業の
成長を支援します。
★採択結果 詳細について

岡山県では、医療機器等の試作及びＩＳＯ１３４８５認証取得に
係る経費を補助することにより、県内企業の医療機器分野への
新規参入や販路の拡大を支援することとしました。(1) 試作：医
岡山県内に主た 療機器メーカー等に対して市場優位性を有する技術を提案す
平成30年度「岡山県医療機器等事業
る事業所等を有 るための、医療機器、医療等の現場で使用される非医療機器
化支援補助金」の補助対象事業
する中小企業者 又はこれらの部品の試作 (2) ＩＳＯ１３４８５認証取得：新規の
認証取得

岡山県産業労働部産業

★採択結果 詳細について
大学等又は大
企業者と共同研
平成29年度次世代産業研究開発プロ 究開発を行う中
小企業者又は
ジェクト創成事業
中小企業者の
団体

平成30年度岡山バイオマスイノベー
ション創出補助事業創出補助事業

次世代産業分野における大学等研究者の技術シーズを活用し
て事業化を目指す共同研究開発を行う中小企業者等を支援し
ます。

岡山県産業労働部産業

★採択結果 詳細について

岡山県では、県内への一大グリーンバイオ産業群の形成を目
指した「おかやまグリーンバイオ・プロジェクト」を推進しており、
県内に主たる事 「木質系バイオマス」を活用した新素材の製品開発を支援する
務所、工場又は こととし、平成30年度の公募を行います。(1)セルロースナノファ
研究施設を有す イバー実用化技術開発 (2)木質系バイオマス素材実用化技術
る企業
開発

岡山県産業労働部産業

★採択結果 詳細について
6

各種補助金等 採択結果について（H30（2018）年度）
補助金名等

平成30年度岡山バイオマスイノベー
ション創出研究支援事業

対

象

県内に主たる事
務所、工場又は
研究施設を有し
ている大学等研
究機関の研究
員

2018/10/31現在

内

容

岡山県では、県内への一大グリーンバイオ産業群の形成を目
指した「おかやまグリーンバイオ・プロジェクト」を推進しており、
「木質系バイオマス」を活用した新素材の製品化技術確立のた
め、下記により研究開発テーマを募集します。(1)セルロースナ
ノファイバー製品化技術研究
(2)木質系バイオマス製品化技術研究

岡山県内企業 岡山県内大学
等採択数
採択数

事業者名

岡山県産業労働部産業

0

2 振興課

1

0会

0

1 医療研究開発機構

1

0 経済産業省

★採択結果 詳細について

平成30年度予算「中小企業連携組織
対策推進事業(中小企業活路開拓調
査・実現化事業)」

中小企業組合
(事業協同組
合、企業組合
等)等

環境変化等に対応するため、単独では解決困難な諸テーマ
（新たな活路開拓・付加価値の創造、既存事業分野の活力向
上・新陳代謝、取引力の強化、情報化の促進、技術・技能の継
承、海外展開戦略、各種リスク対策等）について、中小企業連
携グループが改善・解決を目指すプロジェクトを支援します。

全国中小企業団体中央

★採択結果 詳細について
幹細胞・再生医学分野の発展および次世代の再生医療の革
新的な医療の実現や幹細胞を用いた創薬応用に資する、独創
的な発想に基づく目標達成型の基礎的研究の支援を行いま
平成30年度 ｢再生医療実現拠点ネッ
大学等に所属 す。また、研究の継続的な発展には、人材の育成が必要である
トワークプログラム（幹細胞・再生医学 する若手研究者 ことから、特に若手研究者に対する支援を行います。
イノベーション創出プログラム）｣
『ヒト多能性幹細胞に由来する分化指向性間葉系前駆細胞集
団の選別単離方法の開発』

国立研究開発法人日本

★採択結果 詳細について
伝産法に基づき
平成30年度「伝統的工芸品産業支援 各種計画の認
定を受けた組
補助金」
合、団体及び事
業者等

各産地における伝統的工芸品の原材料確保対策事業、若手
後継者の創出育成事業のほか、観光業など異分野や他産地と
の連携事業、国内外の大消費地等での需要開拓などに対して
支援を行います。
★採択結果 詳細について
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