
2022/3/31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

　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

　小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り
組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続
を両立させる ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービ
ス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです 。

★採択結果　詳細について

今後到来する自動運転・IoT時代に備え、半導体サプライチェー
ンの強靭化を実現し、安定供給に必要な体制を確保するため、
民間事業者等（以下「補助事業者」という。）が国民生活への影
響や経済的な損失が大きく公益性が高い半導体（マイコン、パ
ワー半導体、アナログ半導体）を安定的に共有するための製造
設備を入替、増設する事業（以下「補助事業」という。）に要する
経費等を補助するものです。

★採択結果　詳細について

　IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自
社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を
補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポート
するものです。

★採択結果　詳細について

令和2年度第3次補正予算 小
規模事業者持続化補助金 ＜
低感染リスク型ビジネス枠＞
第5回受付締切分

小規模事業者等 90 0

中小企業庁
独立行政法人 中小企業
基盤整備機構
全国商工会連合会

令和3年度補正予算「サプライ
チェーン上不可欠性の高い半
導体の生産設備の脱炭素化・
刷新事業費補助金（1次公
募）」

公募要領の要件を満た
す民間事業者 1 0 経済産業省

0
独立行政法人中小企業
基盤整備機構

「IT導入補助金 2021 」「通常
枠（ A・B類型）」 及び「低感染
リスク型ビジネス 枠（特別枠
C・D類型） 」（５次締切分）

中小企業者等、中堅企
業等 88

各種補助金等　採択結果について（令和3（2021）年度）

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９次締切分）

中小企業者等 39 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

1

https://portal.monodukuri-hojo.jp/saitaku.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2022/220302jizoku.html
https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/saitaku/2022/s220204002.html
https://www.it-hojo.jp/applicant/grant_decision.html


2022/3/31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3（2021）年度）

　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

　小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り
組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続
を両立させる ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービ
ス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです 。

★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

　IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自
社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を
補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポート
するものです。

★採択結果　詳細について

　小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り
組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続
を両立させる ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービ
ス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです 。

★採択結果　詳細について

令和2年度第3次補正予算 小
規模事業者持続化補助金 ＜
低感染リスク型ビジネス枠＞
第4回受付締切分

小規模事業者等 146

137 0

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6回締切分））

小規模事業者等 169 0

「IT導入補助金 2021 」「通常
枠（ A・B類型）」 及び「低感染
リスク型ビジネス 枠（特別枠
C・D類型） 」（４次締切分）

中小企業者等、中堅企
業等 95 0

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８次締切分）

中小企業者等 60 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

中小企業庁
独立行政法人 中小企業
基盤整備機構
全国商工会連合会

中小企業庁
独立行政法人 中小企業
基盤整備機構
全国商工会連合会

中小企業庁
全国商工会連合会
日本商工会議所

独立行政法人中小企業
基盤整備機構

0

令和2年度第3次補正予算 小
規模事業者持続化補助金 ＜
低感染リスク型ビジネス枠＞
第3回受付締切分

小規模事業者等
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https://portal.monodukuri-hojo.jp/saitaku.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2022/220106jizoku.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2021/211222jizoku.html
https://www.it-hojo.jp/applicant/grant_decision.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2021/211102jizoku.html


2022/3/31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3（2021）年度）

　IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自
社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を
補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポート
するものです。

★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

　県内の産業振興のため、県内中小企業が産学連携の第一歩
を踏み出すために、大学等との共同研究に必要となる経費の
一部を補助することにより、県内中小企業の技術力及び企画提
案力を向上させ、地域産業の活性化を図ります。

★採択結果　詳細について

　事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継
いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等への挑戦や、
M&Aによる経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を後
押しするため、「事業承継・引継ぎ補助金」による支援を実施し
ます。

★採択結果　詳細について

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や
売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ
時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業
再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重
要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転
換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する
中小企業等の挑戦を支援します。

★採択結果　詳細について

中小企業庁

事業再構築補助金（第2回公
募　通常枠•卒業枠•グローバ
ルV字回復枠）

中小企業者等、中堅企
業等 147 0

中小企業庁
独立行政法人中小企業
基盤整備機構

6

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７次締切分）

中小企業者等 52

0
令和2年度第3次補正予算「事
業承継・引継ぎ補助金」の2次
公募の審査結果を公表します

中小企業・小規模企業
者

令和3年度岡山県産学連携ス
タート補助金

中小企業者のうち、県内
に本社もしくは事業所等
を置く、従業者数100人
未満の事業者（過去20
年間に、大学等との有償
の共同研究の実績がな
い事業者に限る）

1 0
岡山県産業労働部産業
振興課

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

「IT導入補助金 2021 」「通常
枠（ A・B類型）」 及び「低感染
リスク型ビジネス 枠（特別枠
C・D類型） 」（３次締切分）

中小企業者等、中堅企
業等 88 0

独立行政法人中小企業
基盤整備機構

3

https://www.it-hojo.jp/applicant/grant_decision.html
https://portal.monodukuri-hojo.jp/saitaku.html
https://www.pref.okayama.jp/page/720548.html
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/210909shoukei.html
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/result.php


2022/3/31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3（2021）年度）

　小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り
組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続
を両立させる ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービ
ス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです 。

★採択結果　詳細について

　中小企業者が、優れた素材や技術等を活かした自社の製品
やサービスについて、新たに展開を目指そうとする国等に関す
る市場調査、専門家招聘、新商品・サービス・デザイン開発、展
示会出展等を実施することにより、海外のマーケットで通用する
商品力・ブランド力を確立し、新たに海外に販路を開拓すること
などを支援します。

★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

　IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自
社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を
補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポート
するものです。

★採択結果　詳細について

　県内の産業振興のため、県内中小企業が産学連携の第一歩
を踏み出すために、大学等との共同研究に必要となる経費の
一部を補助することにより、県内中小企業の技術力及び企画提
案力を向上させ、地域産業の活性化を図ります。

★採択結果　詳細について

0

中小企業庁
独立行政法人 中小企業
基盤整備機構
全国商工会連合会

中小企業庁

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5回締切分））

小規模事業者等 155 0
中小企業庁
全国商工会連合会
日本商工会議所

令和2年度第3次補正予算 小
規模事業者持続化補助金 ＜
低感染リスク型ビジネス枠＞
第2回受付締切分

小規模事業者等 147

「IT導入補助金 2021 」「通常
枠（ A・B類型）」 及び「低感染
リスク型ビジネス 枠（特別枠
C・D類型） 」（２次締切分）

中小企業者等、中堅企
業等 174

令和3年度岡山県産学連携ス
タート補助金

中小企業者のうち、県内
に本社もしくは事業所等
を置く、従業者数100人
未満の事業者（過去20
年間に、大学等との有償
の共同研究の実績がな
い事業者に限る）

1 0

0
独立行政法人中小企業
基盤整備機構

岡山県産業労働部産業
振興課

令和3年度予算「JAPANブラン
ド育成支援等事業」

海外展開を目指す中小
企業等 1 0

4

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2021/210901jizoku.html
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2021/210831Jbrand-koubo.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2021/210831jizoku.html
https://www.it-hojo.jp/applicant/grant_decision.html
https://www.pref.okayama.jp/page/720548.html


2022/3/31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3（2021）年度）

　本事業は、「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すもの
です。

★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

　本事業は、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

　本事業は、「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すもの
です。

★採択結果　詳細について

　事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継
いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等への挑戦や、
M&Aによる経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を後
押しするため、「事業承継・引継ぎ補助金」による支援を実施し
ます。

★採択結果　詳細について

令和3年度 きらめき岡山創成
ファンド支援事業（ＥＶ関連枠）
２次公募

県内の中小企業者 2 0 岡山県産業振興財団

令和3年度 「難治性疾患実用
化研究事業」（1次公募）の採
択課題について

一定の要件を満たす国
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 「医工連携イノベー
ション推進事業（開発・事業化
事業）」の採択課題について

「中小企業」、「製造販売
業を有する企業」、「医療
機関」を含む共同体

1

令和3年度 「難治性疾患実用
化研究事業」（2次公募）の採
択課題について

一定の要件を満たす国
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

0 日本医療研究開発機構

令和2年度第3次補正予算「事
業承継・引継ぎ補助金」の1次
公募の審査結果を公表します

中小企業・小規模企業
者 3 0 中小企業庁

5

https://www.amed.go.jp/koubo/11/02/1102C_00024.html
https://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/578928.html
https://www.amed.go.jp/koubo/12/01/1201C_00007.html
https://www.amed.go.jp/koubo/11/02/1102C_00009.html
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/210816shoukei02.html


2022/3/31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3（2021）年度）

　「日本らしさ」「匠の技」など、日本の各地域の技術や生活文化
の特色を生かした魅力ある商材を生産・販売し、海外への販売
を希望する中小企業・小規模企業者を対象に、日本各地の魅
力ある工芸品、伝統工芸品、日用品等の輸出を総合的に支援
します。

★採択結果　詳細について

　本事業は、「コネクテッド・インダストリーズ」の取組を日本経済
の足腰を支える中小企業・小規模事業者等に広く普及させるた
め、また、地域経済を牽引する事業がもたらす地域経済への波
及効果をより高めるため、複数の中小企業・小規模事業者等が
連携して取り組む、生産性向上に資する革新的サービス開発・
試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資や幹
事企業が主導し、中小企業・小規模事業者等を束ねて面的に
高度連携を推進する取組等を行う事業を支援するものです。

★採択結果　詳細について

　小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り
組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続
を両立させる ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービ
ス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです 。

★採択結果　詳細について

①新型コロナウイルス感染症の影響によるサプライチェーン再
構築のための、海外から国内への生産の切り替えや、国内の
生産体制の複線化、それらに伴う新たな受注等に対応する際
に、県内へ設備導入を行う事業
②2020年5月に公募された国の「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」の補助要件を満たす、県内へ
設備導入を行う 事業
について、経費の一部を補助します。

★採択結果　詳細について

中小企業庁
独立行政法人 中小企業
基盤整備機構
全国商工会連合会

岡山県サプライチェーン再構
築設備投資促進補助金につ
いて

岡山県内に立地している
製造業者、物流関連事
業者

33 0
岡山県　産業労働部
企業誘致・投資促進課

経済産業省「令和3年度もの
づくり・商業・サービス高度連
携促進補助金」一次公募採択
結果の公表

中小企業・小規模企業
者 3 0 経済産業省

全国の匠企業の海外販路開
拓をオンラインツールで支援
―「TAKUMI NEXT」として過去
最多となる38都道府県・155社
を採択―

中小企業・小規模企業
者 3 0

日本貿易振興機構
（JETRO）

令和２年度第3次補正予算 小
規模事業者持続化補助金 ＜
低感染リスク型ビジネス枠＞
第1回受付締切分

小規模事業者等 76 0
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https://www.jetro.go.jp/news/releases/2021/57f086ef0b33b84d.html
https://www.nttdata-strategy.com/r3tousyo-monohojo/saitaku.html
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https://www.pref.okayama.jp/page/705491.html


2022/3/31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3（2021）年度）

　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

　本事業は、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、特にアジア地
域における生産の多元化等によってサプライチェーンを強靭化
し、日ASEAN経済産業協力関係を強化することを目的としま
す。

★採択結果　詳細について

　県内の産業振興のため、県内中小企業が産学連携の第一歩
を踏み出すために、大学等との共同研究に必要となる経費の
一部を補助することにより、県内中小企業の技術力及び企画提
案力を向上させ、地域産業の活性化を図ります。

★採択結果　詳細について

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や
売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ
時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業
再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重
要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転
換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する
中小企業等の挑戦を支援します。

★採択結果　詳細について

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６次締切分）

事業再構築補助金（第1回公
募　通常枠•卒業枠•グローバ
ルV字回復枠）

中小企業者等、中堅企
業等 123 0

中小企業者等 50 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

海外サプライチェーン多元化
等支援事業第四回公募（設備
導入補助型）

公募要領に定める要件
を満たす中小企業等 1 0

日本貿易振興機構
（JETRO）

令和3年度岡山県産学連携ス
タート補助金

中小企業者のうち、県内
に本社もしくは事業所等
を置く、従業者数100人
未満の事業者（過去20
年間に、大学等との有償
の共同研究の実績がな
い事業者に限る）

1 0
岡山県産業労働部産業
振興課

中小企業庁
独立行政法人中小企業
基盤整備機構
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https://portal.monodukuri-hojo.jp/saitaku.html
https://www.jetro.go.jp/services/supplychain/kekka-4.html
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2022/3/31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3（2021）年度）

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や
売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ
時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業
再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重
要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転
換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する
中小企業等の挑戦を支援します。

★採択結果　詳細について

　IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自
社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を
補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポート
するものです。

★採択結果　詳細について

　臨床研究中核病院との円滑な連携を取り、集中的な支援を行
う
ことで、医歯薬系分野以外も含めた拠点内外に埋もれている多
数のシーズの発掘、支援をさらに促進する等、オールジャパン
で橋渡し研究を効率的に推進します。

★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

　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

事業再構築補助金（第1回公
募　緊急事態宣言特別枠）

中小企業者等、中堅企
業等 46 0

「IT導入補助金 2021 」「通常
枠（ A・B類型）」 及び「低感染
リスク型ビジネス 枠（特別枠
C・D類型） 」

中小企業者等、中堅企
業等 74

令和3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

令和3年度 「橋渡し研究プロ
グラム」

橋渡し研究支援拠点
医療法上の臨床研究中
核病院

0 1

中小企業庁
独立行政法人中小企業
基盤整備機構

日本医療研究開発機構

令和3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

7 0
岡山県産業労働部産業
振興課

0
独立行政法人中小企業
基盤整備機構

岡山県産業労働部産業
振興課
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https://jigyou-saikouchiku.jp/result.php
https://www.it-hojo.jp/applicant/grant_decision.html
https://www.amed.go.jp/koubo/16/01/1601C_00005.html
https://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/719792.html
https://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/664627.html


2022/3/31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3（2021）年度）

　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

　県内の産業振興のため、県内中小企業が産学連携の第一歩
を踏み出すために、大学等との共同研究に必要となる経費の
一部を補助することにより、県内中小企業の技術力及び企画提
案力を向上させ、地域産業の活性化を図ります。

★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

　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

　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

日本医療研究開発機構

中小企業庁
全国商工会連合会
日本商工会議所

令和3年度岡山県産学連携ス
タート補助金

岡山県産業労働部産業
振興課

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4回締切分））

小規模事業者等 134 0

令和3年度「医工連携イノベー
ション推進事業（開発・事業化
事業）」

「中小企業」、「製造販売
企業」、「医療機関」を含
む共同体を組織した国
内の民間企業が代表機
関として応募

1 0

岡山県産業振興財団

中小企業者のうち、県内
に本社もしくは事業所等
を置く、従業者数100人
未満の事業者（過去20
年間に、大学等との有償
の共同研究の実績がな
い事業者に限る）

4 0

令和3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 7 0

令和３年度「伝統的工芸品産
業支援補助金」

伝産法に基づき各種計
画の認定を受けた組合、
団体及び事業者等

2 0 中国経済産業局
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https://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/614147.html
https://www.pref.okayama.jp/page/720548.html
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2022/3/31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3（2021）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

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５次締切分）

中小企業者等 41 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5回受付締
切分））

小規模事業者等 381 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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