
2021/3/31現在

補助金名等 対　　象 内　　容
岡山県内企業

等採択数
岡山県内大学

採択数
事業者名

　「希少性」、「原因不明」、「効果的な治療方法未確立」、「生活
面への長期にわたる支障」の4要件を満たす希少難治性疾患を
対象として、病因・病態の解明、画期的な診断・治療・予防法の
開発を推進することで、希少難治性疾患の克服を目指します。

★採択結果　詳細について

　国民により安全で有効な医療技術を早期に提供することを目
的とし、日本で見い出された基礎研究の成果を革新的な医薬
品等の薬事承認につなげるため、実用化への見込みが高く科
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・医
師主導治験等を支援します。

★採択結果　詳細について

　中小企業・小規模事業者等が取り組む、生産性向上に資する
革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必
要な設備投資等を支援します。
【一般型】中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」
又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・
システム投資等を支援

★採択結果　詳細について

　中小企業・小規模事業者等が取り組む、生産性向上に資する
革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必
要な設備投資等を支援します。
【グローバル展開型】中小企業者等が海外事業の拡大・強化等
を目的とした「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセ
ス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等
を支援

★採択結果　詳細について

各種補助金等　採択結果について（令和2（2020）年度）

令和元年度補正予算・令和2年度補
正予算 ものづくり・商業・サービス生
産性向上促進補助金（一般型）（第4
次締切分）

中小企業者等 48 0

中小企業庁
独立行政法人中小企業
基盤整備機構
全国中小企業団体中央
会

令和元年度補正予算・令和2年度補
正予算 ものづくり・商業・サービス生
産性向上促進補助金（グローバル展
開型）（第4次締切分）

中小企業者等 1 0

中小企業庁
独立行政法人中小企業
基盤整備機構
全国中小企業団体中央
会

令和3年度 臨床研究・治験推進研究
事業（1次公募）

要領で示す要
件を満たす国内
の研究機関等
に所属する研究
者

0 1 日本医療研究開発機構

令和3年度 難治性疾患実用化研究事
業（1次公募）

要領で示す要
件を満たす国内
の研究機関等
に所属する研究
者

0 1 日本医療研究開発機構
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https://www.amed.go.jp/koubo/11/02/1102C_00009.html
https://www.amed.go.jp/koubo/11/03/1103C_00005.html
http://portal.monodukuri-hojo.jp/saitaku.html
http://portal.monodukuri-hojo.jp/saitaku.html


2021/3/31現在

補助金名等 対　　象 内　　容
岡山県内企業

等採択数
岡山県内大学

採択数
事業者名

各種補助金等　採択結果について（令和2（2020）年度）

　新型コロナウイルス 感染症が事業環境に与える影響を乗り
越えるために、具体的な対策（サプライチェーンの毀損への対
応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整
備）に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会又は商工会
議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って
地道な販路開拓等に取り組む費用の一部を補助します。

★採択結果　詳細について

　中小企業・小規模事業者等が、今後複数年にわたり相次いで
直面する制度変更（働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃
上げ、インボイスの導入等）等に対応するため、生産性の向上
に資するＩＴツールを導入するための経費の一部を補助します。

★採択結果　詳細について

　中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで
直面する制度変更（働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃
上げ、インボイスの導入等）等に対し、地域振興等機関（地域に
根付いた企業の販路開拓を支援する機関）が中心となって企
業を取りまとめ、互いに経営資源を補いながら商品やサービス
の販路開拓に取り組む事業に係る経費の一部を補助します。

★採択結果　詳細について

　小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保
険の適用拡大等)等に対応するため、経営計画を作成し、それ
らに基づいて行う販路開拓の取組等の経費の一部を補助しま
す。

★採択結果　詳細について

　中小企業・小規模事業者等が、今後複数年にわたり相次いで
直面する制度変更（働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃
上げ、インボイスの導入等）等に対応するため、生産性の向上
に資するＩＴツールを導入するための経費の一部を補助します。

★採択結果　詳細について

令和2年度補正予算 中小企業生産性
革命推進事業「小規模事業者持続化
補助金」（コロナ特別対応型（第4回受
付締切分））

小規模事業者
等 362 0

中小企業庁
全国商工会連合会
日本商工会議所

令和元年度補正予算・令和2年度補
正予算 サービス等生産性向上ＩＴ導
入支援事業（1月27日交付決定分）

中小企業・小規
模企業者等 60 0

経済産業省
独立行政法人中小企業
基盤整備機構

令和元年度補正予算「共同・協業販
路開拓支援補助金」(第2回締切分)

中小企業・小規
模企業者等 1 0 全国商工会連合会

令和元年度補正予算 中小企業生産
性革命推進事業「小規模事業者持続
化補助金」（一般型（第3回締切分））

小規模事業者
等 138 0

中小企業庁
全国商工会連合会
日本商工会議所

令和元年度補正予算 サービス等生
産性向上ＩＴ導入支援事業（11月27日
交付決定分）

中小企業・小規
模企業者等 71 0

経済産業省
独立行政法人中小企業
基盤整備機構
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https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2021/210205jizoku.html
https://www.it-hojo.jp/applicant/grant_decision.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2021/210125hanro.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2021/210122jizoku.html
https://www.it-hojo.jp/applicant/grant_decision.html


2021/3/31現在

補助金名等 対　　象 内　　容
岡山県内企業

等採択数
岡山県内大学

採択数
事業者名

各種補助金等　採択結果について（令和2（2020）年度）

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、我が国サプライ
チェーンの脆弱性が顕在化したことから、生産拠点の集中度が
高い製品・部素材、又は国民が健康な生活を営む上で重要な
製品・部素材に関し、国内の生産拠点等の整備を進めることに
より、製品・部素材の円滑な供給を確保するなど、サプライ
チェーンの強靭化を図ります。

★採択結果　詳細について

　目的指向型の創造的な基礎又は応用研究を行う若手研究者
を発掘、支援することにより、次世代のイノベーションを担う人
材を育成するとともに、若手研究者と企業との共同研究等の形
成を促進し、我が国における新産業の創出に貢献することを目
的として、産業技術分野及びエネルギー・環境分野の研究開発
を助成します。

★採択結果　詳細について

　研究成果を確実に医療現場に届けるため、応用領域後半か
ら臨床研究領域にて、革新的な診断・治療等、がん医療の実用
化を目指した研究を強力に推進することにより、がんの本態解
明からこれに基づく革新的な治療薬や診断・予防のためのバイ
オマーカー等の開発・実用化を目的とした研究の加速化を目指
します。

★採択結果　詳細について

　新型コロナウイルス 感染症が事業環境に与える影響を乗り
越えるために、具体的な対策（サプライチェーンの毀損への対
応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整
備）に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会又は商工会
議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って
地道な販路開拓等に取り組む費用の一部を補助します。

★採択結果　詳細について

官民による若手研究者発掘支援事業 大学等 0 2
新エネルギー・産業技
術総合開発機構

令和2年度 サプライチェーン対策のた
めの国内投資促進事業費補助金

大企業・中小企
業等 3 0

経済産業省
中国経済産業局

令和2年度 革新的がん医療実用化研
究事業（2次公募）

要領で示す要
件を満たす国内
の研究機関等
に所属する研究
者

0 1 日本医療研究開発機構

令和2年度補正予算 中小企業生産性
革命推進事業「小規模事業者持続化
補助金」（コロナ特別対応型（第3回受
付締切分））

小規模事業者
等 337 0

中小企業庁
全国商工会連合会
日本商工会議所
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https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/saitaku/2020/s201120001.html
https://www.nedo.go.jp/koubo/CA3_100226.html
https://www.amed.go.jp/koubo/15/01/1501C_00001.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2020/201030jizoku.html


2021/3/31現在

補助金名等 対　　象 内　　容
岡山県内企業

等採択数
岡山県内大学

採択数
事業者名

各種補助金等　採択結果について（令和2（2020）年度）

　中小企業・小規模事業者等が、今後複数年にわたり相次いで
直面する制度変更（働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃
上げ、インボイスの導入等）等に対応するため、生産性の向上
に資するＩＴツールを導入するための経費の一部を補助します。

★採択結果　詳細について

　「希少性」、「原因不明」、「効果的な治療方法未確立」、「生活
面への長期にわたる支障」の4要件を満たす希少難治性疾患を
対象として、病因・病態の解明、画期的な診断・治療・予防法の
開発を推進することで、希少難治性疾患の克服を目指します。

★採択結果　詳細について

　ASEAN各国で関心が高まっている自国の経済・社会課題に
対して、日本法人登記法人である民間企業等が、ASEAN企業・
各種法人等との連携による製品・サービスの開発・運用・評価
等を通じた実証事業を実施し、事業を通してビジネス環境整備
に資する規制改革や制度整備等の課題抽出を行います。

★採択結果　詳細について

　中小企業・小規模事業者等が、今後複数年にわたり相次いで
直面する制度変更（働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃
上げ、インボイスの導入等）等に対応するため、生産性の向上
に資するＩＴツールを導入するための経費の一部を補助します。

★採択結果　詳細について

　中小企業・小規模事業者等が取り組む、生産性向上に資する
革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必
要な設備投資等を支援します。
【一般型】中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」
又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・
システム投資等を支援

★採択結果　詳細について

令和元年度補正予算 サービス等生
産性向上ＩＴ導入支援事業（9月30日
交付決定分）

中小企業・小規
模企業者等 86 0

経済産業省
独立行政法人中小企業
基盤整備機構

令和元年度補正予算 サービス等生
産性向上ＩＴ導入支援事業（10月30日
交付決定分）

中小企業・小規
模企業者等 71 0

経済産業省
独立行政法人中小企業
基盤整備機構

令和元年度補正予算・令和2年度補
正予算 ものづくり・商業・サービス生
産性向上促進補助金（一般型）（第3
次締切分）

中小企業者等 46 0

中小企業庁
独立行政法人中小企業
基盤整備機構
全国中小企業団体中央
会

日ASEANにおけるアジアDX促進事業
（第1回）

大企業・中小企
業 1 0

日本貿易振興機構
（JETRO）

令和2年度 難治性疾患実用化研究事
業（1次公募）

要領で示す要
件を満たす国内
の研究機関等
に所属する研究
者

0 2 日本医療研究開発機構
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https://www.it-hojo.jp/applicant/grant_decision.html
https://www.amed.go.jp/koubo/01/05/0105C_00029.html
https://www.jetro.go.jp/news/releases/2020/fc5fce857ec28fce.html
https://www.it-hojo.jp/applicant/grant_decision.html
http://portal.monodukuri-hojo.jp/saitaku.html


2021/3/31現在

補助金名等 対　　象 内　　容
岡山県内企業

等採択数
岡山県内大学

採択数
事業者名

各種補助金等　採択結果について（令和2（2020）年度）

　全国展開や海外展開、インバウンド需要の獲得のために、新
商品・サービス開発や販路開拓・ブランディング等の取組を中
小企業者等が行う場合や、複数の中小企業者を対象とした全
国展開や海外展開、インバウンド需要の獲得のための支援を、
中小企業者や地域の支援機関等が行う場合に、その経費の一
部を補助することにより、地域中小企業の全国・海外への販路
開拓、ブランド確立を図るとともに、地域経済の活性化及び地
域中小企業の振興に寄与することを目的とします。

★採択結果　詳細について

　次代を担う日本の若手研究者が世界各国の若手研究者と
ネットワークを構築し、国際的かつ学際的な視点から医療分野
の研究開発における革新的な新規シーズを創出することを目
的として、AMEDとニューヨーク科学アカデミー（NYAS）が共同で
実施する事業です。

★採択結果　詳細について

　中小企業・小規模事業者等が、今後複数年にわたり相次いで
直面する制度変更（働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃
上げ、インボイスの導入等）等に対応するため、生産性の向上
に資するＩＴツールを導入するための経費の一部を補助します。

★採択結果　詳細について

　中小企業・小規模事業者が、自動車産業の運転技術の高度
化やパワートレインの電動化等（CASE）の潮流を受けた適切な
技術的対応等ができるよう支援を行い、日本の雇用、経済を支
える重要産業である自動車産業の底上げを図ることを目的と
し、①指導育成事業、②現場派遣事業　の実施に係る経費の
一部を補助します。

★採択結果　詳細について

経済産業省
独立行政法人中小企業
基盤整備機構

令和2年度補正予算 JAPANブランド
育成支援等事業（特別枠（第2ター
ム））

中小企業、商工
会、商工会議
所、組合、NPO
法人　等

1 0
中小企業庁
中国経済産業局

令和2年度 医療分野国際科学技術共
同研究開発推進事業（Interstellar
Initiative）

要領で示す要
件を満たす若手
研究者

0 1 日本医療研究開発機構

令和2年度 中小企業・小規模事業者
人材対策事業補助金（サプライヤー
応援隊事業）

要件を満たす民
間団体等 1 0 経済産業省

令和元年度補正予算 サービス等生
産性向上ＩＴ導入支援事業（8月31日
交付決定分）

中小企業・小規
模企業者等 38 0
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https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2020/200918Jbrand-koubo.html
https://www.amed.go.jp/koubo/03/01/0301C_00063.html
https://www.it-hojo.jp/applicant/grant_decision.html
https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/saitaku/2020/s200820001.html


2021/3/31現在

補助金名等 対　　象 内　　容
岡山県内企業

等採択数
岡山県内大学

採択数
事業者名

各種補助金等　採択結果について（令和2（2020）年度）

　中小企業・小規模事業者等が、今後複数年にわたり相次いで
直面する制度変更（働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃
上げ、インボイスの導入等）等に対応するため、生産性の向上
に資するＩＴツールを導入するための経費の一部を補助します。

★採択結果　詳細について

　地域課題の解決を目的として、岡山県の定める分野において
社会的事業を新たに起業する者に対し、起業に係る費用の一
部を補助します。

★採択結果　詳細について

　大学等と企業や病院等との連携を構築しアカデミア（大学等）
発の「技術シーズ」を産業界（企業等）に円滑かつ効果的に移
転する（実用化プロセスに乗せる）ため、産学連携による研究
開発を支援します。基本スキーム（ACT-M）およびセットアップ
スキーム（ACT-MS）より構成され、このうち、セットアップスキー
ム（ACT-MS）は、特に、大学等が有する「挑戦的な技術シー
ズ」を医療への適応を目指す企業に早期に戦略的に受け渡す
ことを目的とします。

★採択結果　詳細について

　小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保
険の適用拡大等)等に対応するため、経営計画を作成し、それ
らに基づいて行う販路開拓の取組等の経費の一部を補助しま
す。

★採択結果　詳細について

令和2年度 産学連携医療イノベーショ
ン創出プログラム・基本スキーム
（ACT-M）／セットアップスキーム
（ACT-MS）

要領で示す要
件を満たす国内
の研究機関等
に所属する研究
者

0 1 日本医療研究開発機構

令和元年度補正予算 中小企業生産
性革命推進事業「小規模事業者持続
化補助金」（一般型（第2回締切分））

小規模事業者
等 262 0

中小企業庁
全国商工会連合会
日本商工会議所

令和2年度 岡山県地域課題解決型起
業支援金（第1回公募）

法人の登記又
は個人事業の
開業の届出を岡
山県内で行う者

12 0 岡山県商工会連合会

令和元年度補正予算 サービス等生
産性向上ＩＴ導入支援事業（8月12日
交付決定分）

中小企業・小規
模企業者等 72 0

経済産業省
独立行政法人中小企業
基盤整備機構

6

https://www.it-hojo.jp/applicant/grant_decision.html
http://www.okasci.or.jp/~keieishien/article/index.cgi?c=zoom&id=723
https://www.amed.go.jp/koubo/02/02/0202C_00015.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2020/200807jizoku.html


2021/3/31現在

補助金名等 対　　象 内　　容
岡山県内企業

等採択数
岡山県内大学

採択数
事業者名

各種補助金等　採択結果について（令和2（2020）年度）

　全国展開や海外展開、インバウンド需要の獲得のために、新
商品・サービス開発や販路開拓・ブランディング等の取組を中
小企業者等が行う場合や、複数の中小企業者を対象とした全
国展開や海外展開、インバウンド需要の獲得のための支援を、
中小企業者や地域の支援機関等が行う場合に、その経費の一
部を補助することにより、地域中小企業の全国・海外への販路
開拓、ブランド確立を図るとともに、地域経済の活性化及び地
域中小企業の振興に寄与することを目的とします。

★採択結果　詳細について

　平成29年度1次公募において採択した、10ヶ所の橋渡し研究
支援拠点（北海道大学、東北大学、筑波大学、東京大学、慶應
義塾大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、岡山大学、九州
大学）において、優れた基礎研究の成果を臨床研究・実用化へ
効率的に橋渡しができる体制を構築し、拠点内外のシーズの
積極的支援や産学連携の強化を通じて、より多くの革新的な医
薬品・医療機器等を持続的に創出することを推進します。

★採択結果　詳細について

　中小企業・小規模事業者等が、今後複数年にわたり相次いで
直面する制度変更（働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃
上げ、インボイスの導入等）等に対応するため、生産性の向上
に資するＩＴツールを導入するための経費の一部を補助します。

★採択結果　詳細について

　地域資源を活用した高付加価値商材の海外販路拡大を目指
して2019年に開始した事業で、日本全国から次世代を担う「匠」
企業を募集、「匠」企業の海外販売を、経営面、販売面、広報
面から総合的に支援する通年プログラムです。

★採択結果　詳細について

令和元年度補正予算 サービス等生
産性向上ＩＴ導入支援事業（7月31日
交付決定分）

中小企業・小規
模企業者等 46 0

経済産業省
独立行政法人中小企業
基盤整備機構

TAKUMI NEXT 2020
中小企業・小規
模企業者 5 0

日本貿易振興機構
（JETRO）

令和2年度 橋渡し研究戦略的推進プ
ログラム（2次公募）

要領で示す要
件を満たす国内
の研究機関等
に所属する研究
者

0 1 日本医療研究開発機構

令和2年度補正予算 JAPANブランド
育成支援等事業（特別枠）

中小企業、商工
会、商工会議
所、組合、NPO
法人　等

4 0
中小企業庁
中国経済産業局

7

https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2020/200807Jbrand-koubo.html
https://www.amed.go.jp/koubo/05/01/0501C_00134.html
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2021/3/31現在

補助金名等 対　　象 内　　容
岡山県内企業

等採択数
岡山県内大学

採択数
事業者名

各種補助金等　採択結果について（令和2（2020）年度）

　新型コロナウイルス 感染症が事業環境に与える影響を乗り
越えるために、具体的な対策（サプライチェーンの毀損への対
応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整
備）に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会又は商工会
議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って
地道な販路開拓等に取り組む費用の一部を補助します。

★採択結果　詳細について

　中小企業が単独では解決することが難しい問題（ブランド化
戦略、事業分野の活力低下、技術・技能の承継の困難化、環
境問題等）に対して、中小企業が連携して取り組む調査やその
実現化について、全国中央会から補助を行います。

★採択結果　詳細について

　後継者不在等により、事業継続が困難になることが見込まれ
ている中小企業者等を支援します。
【後継者承継支援型】
主に経営者の交代を契機とした経営革新等を行う中小企業者
等に対して、その取組に要する経費の一部を補助
【事業再編・事業統合支援型】
事業再編 ・ 事業統合を契機とした経営革新等を行う中小企業
者等に対して、その取組に要する経費の一部を補助

★採択結果　詳細について

　中小企業・小規模事業者等が、今後複数年にわたり相次いで
直面する制度変更（働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃
上げ、インボイスの導入等）等に対応するため、生産性の向上
に資するＩＴツールを導入するための経費の一部を補助します。

★採択結果　詳細について

　ゲノム創薬につながる基盤体制を整備することで、ゲノム診
断・ゲノム治療を推進するとともに、革新的医薬品の開発等、
実医療への具体的な反映を目指します。

★採択結果　詳細について

中小企業・小規
模企業者等 7 0 中小企業庁

0
中小企業庁
全国商工会連合会
日本商工会議所

令和2年度 中小企業組合等課題対応
支援事業（第2次募集分）

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

1 0
中小企業庁
全国中小企業団体中央
会

令和2年度補正予算 中小企業生産性
革命推進事業「小規模事業者持続化
補助金」（コロナ特別対応型（第2回受
付締切分））

小規模事業者
等 445

令和2年度 ゲノム創薬基盤推進研究
事業（2次公募）

要領で示す要
件を満たす国内
の研究機関等
に所属する研究
者

0 1 日本医療研究開発機構

令和元年度補正予算 サービス等生
産性向上ＩＴ導入支援事業（7月15日
交付決定分）

中小企業・小規
模企業者等 34 0

経済産業省
独立行政法人中小企業
基盤整備機構

令和元年度補正予算 事業承継補助
金

8

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2020/200722jizoku.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2020/200720kumiai.html
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2020/200715shoukei.html
https://www.it-hojo.jp/applicant/grant_decision.html
https://www.amed.go.jp/koubo/04/01/0401C_00022.html


2021/3/31現在

補助金名等 対　　象 内　　容
岡山県内企業

等採択数
岡山県内大学

採択数
事業者名

各種補助金等　採択結果について（令和2（2020）年度）

　中小企業・小規模事業者等が、今後複数年にわたり相次いで
直面する制度変更（働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃
上げ、インボイスの導入等）等に対応するため、生産性の向上
に資するＩＴツールを導入するための経費の一部を補助します。

★採択結果　詳細について

　中小企業・小規模事業者等が取り組む、生産性向上に資する
革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必
要な設備投資等を支援します。
【一般型】中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」
又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・
システム投資等を支援

★採択結果　詳細について

　次世代のがん医療の創生に向け、がんの生物学的特性の解
明に迫る研究と、がん患者のデータに基づいた研究及びこれら
の融合研究を推進することにより、革新的な治療薬や診断・予
防のためのバイオマーカー等の開発・実用化を目的とした研究
の加速化を目指します。

★採択結果　詳細について

　「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に
基づき指定された、デザイン開発、精密加工、立体造形等12技
術分野のものづくり基盤技術の高度化を図ることを目的として、
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、試作品
開発及び販路開拓等の取組を支援します。

★採択結果　詳細について

　医療現場が抱える課題に応える医療機器について、日本が
誇る「ものづくり技術」を活かした開発・事業化を推進することに
より、我が国の医療機器産業の活性化と医療の質の向上を実
現します。

★採択結果　詳細について

令和元年度補正予算 サービス等生
産性向上ＩＴ導入支援事業（6月30日
交付決定分）

中小企業・小規
模企業者等 12 0

経済産業省
独立行政法人中小企業
基盤整備機構

令和2年度 次世代がん医療創生研究
事業（1次公募）

要領で示す要
件を満たす国内
の研究機関等
に所属する研究
者

0 3 日本医療研究開発機構

令和2年度 医工連携イノベーション推
進事業（開発・事業化事業）

要領で示す要
件を満たす国内
の研究機関等
に所属する研究
者

1 1 日本医療研究開発機構

中小企業庁
令和2年度戦略的基盤技術高度化支
援事業

中小企業者 1 0

令和元年度補正予算・令和2年度補
正予算 ものづくり・商業・サービス生
産性向上促進補助金（一般型）（第2
次締切分）

中小企業者等 80 0

中小企業庁
独立行政法人中小企業
基盤整備機構
全国中小企業団体中央
会

9

https://www.it-hojo.jp/applicant/grant_decision.html
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2021/3/31現在

補助金名等 対　　象 内　　容
岡山県内企業

等採択数
岡山県内大学

採択数
事業者名

各種補助金等　採択結果について（令和2（2020）年度）

　生活習慣病の病態解明や予防法・治療法の確立、生活習慣
病患者の生活の質の維持・向上などの幅広いテーマを対象
に、基礎から実用化までの一貫した研究開発を推進し、健康寿
命の延伸等を目指します。

★採択結果　詳細について

　我が国の〔1〕省エネルギー、新エネルギー、CO2削減等のエ
ネルギー・環境分野（エネルギー・環境新技術先導研究プログ
ラム）及び〔2〕新産業創出に結びつく産業技術分野（新産業創
出新技術先導研究プログラム）の中長期的な課題を解決してい
くために必要となる技術シーズ、特に既存技術の延長とは異な
る、2030年を目途とした持続可能なエネルギー供給の実現や、
新産業創出による産業競争力の向上に有望な技術の原石を
発掘し、将来の国家プロジェクト等に繋げていくことを目的とし
ます。

★採択結果　詳細について

　新型コロナウイルス 感染症が事業環境に与える影響を乗り
越えるために、具体的な対策（サプライチェーンの毀損への対
応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整
備）に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会又は商工会
議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って
地道な販路開拓等に取り組む費用の一部を補助します。

★採択結果　詳細について

　独自技術など潜在的な成長力を有する県内中小製造企業を
対象に、プロジェクトマネージャーを中心とした支援チームによ
る伴走支援を行いながら、製品開発の促進や取引の拡大を図
り、中堅企業への成長を支援します。

★採択結果　詳細について

令和2年度補正予算 中小企業生産性
革命推進事業「小規模事業者持続化
補助金」（コロナ特別対応型（第1回受
付締切分））

小規模事業者
等 123 0

中小企業庁
全国商工会連合会
日本商工会議所

令和2年度 循環器疾患・糖尿病等生
活習慣病対策実用化研究事業（1次
公募）

要領で示す要
件を満たす国内
の研究機関等
に所属する研究
者

0 1 日本医療研究開発機構

2020年度「NEDO先導研究プログラム
／新技術先導研究プログラム」

企業（団体等を
含む）
大学等

0 1
新エネルギー・産業技
術総合開発機構

岡山県産業労働部産業
振興課

令和2年度 中堅企業成長支援モデル
事業

中小企業支援
法第2条に規定
する中小企業者
で、岡山県内に
本社を置く、従
業員300人未満
の製造業の法
人

5 0
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https://www.amed.go.jp/koubo/01/05/0105C_00032.html
https://www.nedo.go.jp/koubo/CA3_100215.html
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2021/3/31現在

補助金名等 対　　象 内　　容
岡山県内企業

等採択数
岡山県内大学

採択数
事業者名

各種補助金等　採択結果について（令和2（2020）年度）

　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。

★採択結果　詳細について

　高機能素材として注目されているセルロースナノファイバーの
実用化などに向けて、県内中小企業等による新技術・新製品
の研究開発を支援します。

★採択結果　詳細について

　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

　今後想定される大規模地震等に備え、特定石油ガス輸入業
者に対して災害時石油ガス供給連携計画に基づく訓練の実施
や中核充てん所の新設及び既存の中核充てん所の機能拡充
に係る費用等を支援することにより、ＬＰガスの防災組織の対
応能力の向上を図ります。

★採択結果　詳細について

　中小企業が単独では解決することが難しい問題（ブランド化
戦略、事業分野の活力低下、技術・技能の承継の困難化、環
境問題等）に対して、中小企業が連携して取り組む調査やその
実現化について、全国中央会から補助を行います。

★採択結果　詳細について

令和2年度 岡山バイオマスイノベー
ション創出補助事業

県内に主たる事
務所、工場又は
研究施設を有す
る企業

2
岡山県産業労働部産業
振興課

岡山県産業振興財団

中小企業庁
全国中小企業団体中央
会

令和2年度 きらめき岡山創成ファンド
支援事業

県内の中小企
業者 8 0

令和2年度 石油ガス流通合理化対策
事業費補助金

要件を満たす民
間団体等 1 0

経済産業省
資源エネルギー庁

0

令和2年度 次世代産業研究開発プロ
ジェクト創成事業

大学等又は大
企業者と共同研
究開発を行う中
小企業者又は
中小企業者の
団体

10 0
岡山県産業労働部産業
振興課

令和2年度 中小企業組合等課題対応
支援事業（第1次募集分）

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

02
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https://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/664627.html
https://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/560988.html
https://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/614147.html
https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer_result/2020/05/20200526_001.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2020/200525kumiai.html


2021/3/31現在

補助金名等 対　　象 内　　容
岡山県内企業

等採択数
岡山県内大学

採択数
事業者名

各種補助金等　採択結果について（令和2（2020）年度）

　小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保
険の適用拡大等)等に対応するため、経営計画を作成し、それ
らに基づいて行う販路開拓の取組等の経費の一部を補助しま
す。

★採択結果　詳細について

　全国展開や海外展開、インバウンド需要の獲得のために、新
商品・サービス開発や販路開拓・ブランディング等の取組を中
小企業者等が行う場合や、複数の中小企業者を対象とした全
国展開や海外展開、インバウンド需要の獲得のための支援を、
中小企業者や地域の支援機関等が行う場合に、その経費の一
部を補助することにより、地域中小企業の全国・海外への販路
開拓、ブランド確立を図るとともに、地域経済の活性化及び地
域中小企業の振興に寄与することを目的とします。

★採択結果　詳細について

　再生医療実現拠点ネットワークプログラムは、日本発のiPS細
胞技術を世界に先駆けて臨床応用に繋げるため、安全性・標
準化に関する研究、再生医療用iPS細胞ストックの構築、疾患・
組織別に再生医療の実現を目指す研究体制を構築し、オール
ジャパン体制で研究開発を推進します。
　技術開発個別課題においては、科学技術の進展や再生医療
実現拠点ネットワークプログラム内の各課題の開発状況を踏ま
え、iPS細胞等の臨床応用の幅を広げる技術開発や、より高度
な再生医療を目指した技術開発、iPS細胞等の産業応用を目
指した技術開発など、特に加速すべき技術開発テーマを抽出
し、戦略的に研究開発を推進します。

★採択結果　詳細について

　中小企業・小規模事業者等が取り組む、生産性向上に資する
革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必
要な設備投資等を支援します。
【一般型】中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」
又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・
システム投資等を支援

★採択結果　詳細について

中小企業庁
独立行政法人中小企業
基盤整備機構
全国中小企業団体中央
会

令和2年度 JAPANブランド育成支援
等事業

中小企業、商工
会、商工会議
所、組合、NPO
法人　等

4 0

令和元年度補正予算 ものづくり・商
業・サービス生産性向上促進補助金
（一般型）（第1次締切分）

中小企業者等 45 0

中小企業庁
中国経済産業局

令和元年度補正予算 中小企業生産
性革命推進事業「小規模事業者持続
化補助金」（一般型（第1回締切分））

小規模事業者
等 173 0

中小企業庁
全国商工会連合会
日本商工会議所

令和2年度 再生医療実現拠点ネット
ワークプログラム（技術開発個別課
題）

要領で示す要
件を満たす国内
の研究機関等
に所属する研究
者

0 1 日本医療研究開発機構
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https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2020/200522jizoku.html
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2020/200515Jbrand-koubo.html
https://www.amed.go.jp/koubo/01/02/0102C_00090.html
http://portal.monodukuri-hojo.jp/saitaku.html

