
【平成30年度】岡山市商店街支援施策

商店街の活性化のための意識向上・
手法研究活動のための研修への
講師招へいに必要な経費を補助しま
す。

(1) 商店街活性化研修事業

(2) まちづくり計画等策定・調査事業

(3) 店舗誘致活動事業

まちづくり計画，商店街活性化計画，
他各種事業計画等の策定，活性
化のための研究活動, 商業インキュ
ベート事業の計画・実施等に必要な
経費、又、その目的を達成するための
調査に係る費用を補助します。

ア 市の認定を受けた商店街活性化計
画に基いたテナントミックス（複数）型
の店舗誘致活動に必要な店舗改装費
と宣伝費を助成

イ 市の認定を受けた商店街活性化計
画に基いた単独型の店舗誘致活動
に必要な店舗改装費を補助します。

補助率 2/3

補助限度額 市外講師 10万円×3回
市内講師 8万円×3回

補助率 2/3

補助限度額 100万円

補助率 2/3

補助限度額 ア：600万円（上限は誘致
店舗数によって異なる）
イ：150万円

①商店街活性化支援事業    気   押 

(4) 商店街企画提案事業       事業
商店街がNPO法人等の民間事業者等と
連携するなどし，商店街が抱える課題の解決
や活性化などを企画提案し，市が採択した
事業の実施に必要な経費を補助します。

補助率 2/3

補助限度額 200万円
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ア チャレンジショップ，アンテナショップ，
コミュニティ施設，買物客の休憩施設，ミニ
美術館， SOHO支援施設，保育施設等へ
の再生，空き店舗シャッターの美装化等
に必要な経費を補助します。

イ 商店街の空き店舗を活用した出店等
に必要な店舗改装費を補助します。

アーケード，アーチ，街路灯，共同トイレ，
駐車・駐輪場，カラー舗装等共同利用施設
の整備改修，ストリートファニチャー，放送
設備，防犯設備等の設置等に必要な経費
を補助します。

ア 地域資源等を活用した商店街オリジナル商品の開発及び販売促進等に必要な経費を
補助します。

イ 商店街等のイメージアップ・集客力を高めるためのキャンペーン事業等，催事促進及び
商店街共通のれんや垂れ幕，イラストマップの作成等，宣伝促進に必要な経費を補助
します。

補助率 2/3

補助限度額 ア、イとも75万円

補助率 2/3

補助限度額 600万円

補助率 2/3

補助限度額 ア：100万円
イ： 60万円

② 空き店舗対策事業

③ 基盤整備事業

④ 個性創出事業

⑤ 個店研修事業
商店街等の個店の魅力アップのための
研修・研究活動に必要な経費を補助しま
す。

補助率 2/3

補助限度額 30万円
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ショップモビリティの研究・実験，電動
スクータやインターネットを活用した宅配
の受・発注システムの開発・実験，商店
街相互・商店街と住宅地等を結ぶ買物
バスやタクシーの運行実験等に必要な
経費を補助します。

リサイクルシステム構築のための研究
会の開催及びその成果の普及，空き缶
回収機やリサイクルステーションの設置，
環境負荷の低い商品・再生品の利用促
進等に必要な経費を補助します。

バーチャルモールの製作，電子商取引
の研究等に必要な経費を補助します。

補助率 2/3

補助限度額 100万円

補助率 2/3

補助限度額 100万円

補助率 2/3

補助限度額 100万円

⑥ ユニバーサルデザイン対策事業

⑦ 環境対策事業

⑧ 情報化対策事業

≪留意点≫
※申請は４/２以降随時 必 事前  相談     
※補助申請（対象）事業は、補助の決定まで着手しないでください。
※年度末３/３１まで 必 完了   事業としてください。

補助対象者
①商店街振興組合，事業協同組合において組織される法人格を持った商店街組織又はその連合体
②法人格を持った事業協同組合で，商業集積により街区を形成する，商店街と同様の機能を有す
る団体
③上記 団体 構成員   ，若手商業者 女性 特定 目的 以  組織  任意団体
④ＮＰＯ法人等，① 団体 連携 ，商店街 活性化等 取組 民間事業者等
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【問合せ先】
〒７００－８５４４
岡山市北区大供一丁目１番１号
岡山市産業観光局商工観光部
産業振興・雇用推進課 商業振興係
TEL 086-803-1323 
FAX 086-803-1738
Mail  sangyoukoyou@city.okayama.lg.jp

【平成30年度】その他商業支援施策

市内商業者で構成される商業グループによる自主的かつ意欲的な商業活性化事業の
提案を募集し、審査により採択した事業に対し、岡山市が事業費の一部を補助します。
【事業募集予定５月～１０月頃※詳しくは岡山市ＨＰ等でご確認ください。】

市内の小売業・飲食業・サービス業の店舗が，
店舗の魅力向上のために、協力大学（環太平洋大学）
の学生と協議し， 実施した事業に対して，岡山市が
事業費の一部を補助します。
【店舗募集６月～８月頃、事業期間１０月～２月頃を予定
※詳しくは岡山市ＨＰ等でご確認ください】

事業名称 グループ
商業者数

事業計画 補助率 補助限度額

レギュラー事業 ５名以上 ３年以上 1年目 2/3
2年目 1/2
3年目 1/3

30万円

ライト事業 ３名以上 １年以上 同上 15万円

補助率 補助限度額

2/3 10万円

① 地域商業グループ活動支援事業

② 大学生店舗応援事業

岡山市の商業 事業 検索
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＜Ｈ30．8.24 改訂版＞ 

特殊な加工技術など優れた技術力や高品質な製品 

 をアピールするため、東京および関西で開催される 

機械要素技術展にそれぞれ岡山市ブースを出展し、 

市内企業の受注機会の拡大を目指します。 

【関西機械要素技術展】 ※募集は終了しました。

  ○平成 30年 10 月 3日（水）～5日（金） インテックス大阪 《募集：７社程度》 

  ○応募締切日：平成 30 年 7月 13 日（金）午後 5時 15 分 

【機械要素技術展】 ※募集は終了しました。

○平成 30年 6月 20 日（水）～22 日（金）東京ビッグサイト《募集：５社程度》 

○応募締切日：平成 30年 4 月 6日（金）午後 5時 15 分（応募書類当課必着） 

①ものづくり技術発信事業（機械要素技術展（東京・関西）への共同出展） 

平成３０年度に本市が実施する製造業及びソフトウェア業を対象とした支援施策を

ご案内いたします。岡山市では中小ものづくり企業等の受注機会の拡大を目指して、

大規模展示会への市内企業専用ブースの出展や各種見本市等への出品経費の一部助成

など、様々な取組を実施しますので、ぜひ積極的にご活用ください！詳しくは産業振

興・雇用推進課までお尋ね下さい。 

岡山市産業観光局商工観光部 産業振興・雇用推進課 ものづくり振興係 （担当：工藤、高塚、小川）

Tel： 086－803－1329（直通）  E-Mail： kougyoushinkou@city.okayama.lg.jp 

関西機械要素技術展の岡山市ブース

多数のご応募ありがとうございました！ 

多数のご応募ありがとうございました！ 
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○後期分（平成 30 年 10 月～平成 31 年 3 月に開催される見本市・展示会）の対象者を募集

します。 

市内で開発・製造された自社の工業製品等の販路拡張のため、県外の見本市・展示会 

等に出展する市内の製造業及びソフトウェア業の方に対して出品経費の一部を助成します。 

※前期分（4～9月）の採択を受けた企業は対象になりません。

※募集は終了しました。

昨年好評を得ました首都圏の食品製造業見本市へ 

今年度も岡山市ブースを出展し、市内食品製造業の 

新たな販路獲得を目指します。《募集：６社程度》 

【グルメ＆ダイニングスタイルショー秋 ２０１８】 

○平成 30年 9月 4 日（火）～7日（金） 

会場：東京ビッグサイト 

○応募締切日：平成 30年 6 月 8日（金）午後 5時 15 分（応募書類当課必着） 

②岡山市製造業等販路拡張支援事業補助金 （見本市出品補助金） 

区 分 
補助対象経費 

（消費税抜き） 

補 助 

上限額 
優先採択基準 

国内見本市 １小間料の額 ２５万円 
過去にこの補助金を受けた回数が 

少ない応募者を優先採択 

海外見本市 
１小間料の額、展示装飾費、製品 

輸送費、通訳費、広告・宣伝活動費 
４０万円 予算の範囲内で応募者を優先採択 

③食品製造業見本市共同出展事業 

多数のご応募ありがとうございました！ 

今回募集します！
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④ものづくり企業等ブランド力向上支援事業 

※募集は終了しました。 

 企業や製品の価値を向上させ、自社製品が売れ続ける仕組みづくりを目指し、専門家が

課題解決のための総合的なアドバイスを行います。《募集：６社程度》 

○今年度は見本市出展の支援も含めたトータルサポートになります。（新規） 

○専門家派遣に係る基本的な費用は市が負担します。 

○岡山市製造業等販路拡張支援事業補助金と併せての応募も可能です。 

⑤岡山連携中枢都市圏 食品製造業見本市共同出展事業 

岡山連携中枢都市圏４市（岡山市・津山市・瀬戸内 

市・真庭市）がひとつになり、首都圏で開催される大規  

模見本市に共同ブースを出展します。《募集：４社》 

【スーパーマーケット・トレードショー ２０１９】 

○平成 31 年 2 月 13 日（水）～15 日（金） 

会場：幕張メッセ 

○応募方法等、詳細については HP をご覧ください。 

http://www.city.okayama.jp/keizai/sangyou/sangyou_00574.html

⑥ビジネスフェア中四国出展事業 

中四国４市（岡山市・広島市・高知市・浜田市）と 

同商工会議所が合同で展示会を開催し、首都圏からバ 

イヤーを招くなど、地域商品の新たな販売拡大を目指 

します。《補助制度あり：１０社程度》

【ビジネスフェア中四国 ２０１９】 

○平成 31 年 2 月 8 日（金）～9日（土） 

会場：広島市中小企業会館総合展示館

○応募方法・補助内容等、詳細については HP をご覧ください。

http://www.city.okayama.jp/keizai/sangyou/sangyou_00575.html

現在、募集しています！ ＮＥＷ！！

ＮＥＷ！！

主催者公式サイトより

広島市ホームページより

○出展特典：VR(バーチャルリアリティ)を活用した支援を実施予定です。

多数のご応募ありがとうございました！ 

現在、募集しています！
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⑦オープンイノベーション支援サービス「Linkers」活用事業 （現在１８社登録済）

ものづくり系Ｗｅｂマッチングサービス「Ｌｉｎｋｅｒｓ（リンカーズ）」を活用して、

市内の受注希望企業と全国の大手メーカー等とのビジネスマッチングを支援します。 

登録希望企業を随時募集しています！ 

⑧企業概要データベース （現在１８５社掲載中）

岡山市ホームページに企業情報を掲載しています。ひと月あたり１，０００件近いアク

セスがありますので、貴社の情報発信のツールとしてご活用ください。 

新規の受付や既存ページの修正などを随時受け付けています。掲載を希望される方は、 

お気軽に当課までご連絡ください。 

◆お問い合わせ先◆

随時募集中

岡山市 Ｌｉｎｋｅｒｓ 検 索

岡山市企業概要 検 索

岡山市産業観光局商工観光部 産業振興・雇用推進課 ものづくり振興係 （担当：工藤、高塚、小川）

Tel： 086－803－1329（直通）  E-Mail： kougyoushinkou@city.okayama.lg.jp 

随時募集中



岡山市では、市内の中小企業者を対象に、生産性の向上をはかるための設備資金や運
転資金のための様々な種類の融資制度があります。
○対象者
中小企業者
（資本金または出資総額が3億円(小売業またはサービス業5千万円､卸売業1億円)以下
の会社または従業員300人(小売業50人､卸売業又はサービス業100人)以下の会社また
は個人です。）

○要件
・本市に住所又は主たる事務所もしくは事業所を有すること
・本市において引き続き1年以上現在の事業を営んでいること（新事業創出資金融資、
創業資金融資を除く）
・市税を完納していること（申し込み時に納期が到来している市税）
・許可、認可、登録等を必要とする業種の方は、それらの許可、認可、登録等を受けて
いること
・岡山県信用保証協会の保証を受けることができること等

○融資の申し込み
申し込みは岡山県保証協会または取扱金融機関窓口へ直接お申し込みください。
・融資には、岡山市の「認定」が必要となるものがあります。

◆信用保証制度
中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が信用保証を付する制度で
す。 （岡山市の融資制度は、信用保証協会の信用保証を付することとなっています。）

○対象となる方
中小企業者（個人又は法人・組合等で事業を営まれる方）
※一部の業種を除き多数の業種が対象になります。

○内容 （保証限度額）
普通保証 2億円以内
無担保保証 8千万円以内
無担保無保証人 1,250万円以内

（保証料）
保証料は、一般保証については、年0.45％から2.2％で、一定条件を満たす場合は、保証
料の割引制度があります。岡山市の中小企業向け制度融資は、保証料補助を行っていま
すのでおおむね年0.45％から1.76％の保証料となっております。詳細は、お問い合わせく
ださい。

平成３０年度 岡山市中小企業支援施策のご案内

１．岡山市中小企業融資制度

信
用
保
証
協
会

９



小規模事業者経営改善資金（マル経融資）利子補給制度について

小規模事業者の経営を支援するため、商工会議所、商工会の経営指導を受けることに
よって、無担保・無保証人で利用することができる「小規模事業者経営改善資金（マル経
融資）」を利用された事業者に対し、返済利息の一部を補助する制度です。
○対象となる方

中小企業者（個人又は法人・組合等で事業を営まれる方） 一部の業種を除き多数の業種
が対象になります。

○内容
申し込みのできる方
以下のいずれの条件も満たす人が対象となります。
1.岡山商工会議所、岡山北商工会、岡山西商工会、岡山南商工会（東児支所を除く）、赤
磐商工会（瀬戸支所に限る）のいずれかの推薦を受け、マル経融資を利用する人

2.市内において事業を営んでいること
3.市税を完納していること
○利子補給の内容
日本政策金融公庫へ支払った約定利息の初回から12回目までの年利1％相当額を補
給します。ただし、延滞利息は補給対象外です。
○申請手続き
この制度を利用するためには、市への申請が必要ですが、商工会議所、商工会がとり
まとめて手続きをします。申請に関することは、商工会議所、商工会まで。

○事業の内容

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、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助します。
○補助対象者
平成30年4月1日から翌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
※本市内に住民登録を行っている個人の中小企業者であること又は本市内に法人の本
店所在場所がある法人の中小企業者であること。

※産業競争力強化法に基づき、岡山市が認定を受けた創業支援事業計画に位置付けら
れた認定連携創業支援事業者が実施した特定創業支援事業を受けるとともに、同事業を
受けたことを証する証明書が提出できること ほか
○補助対象経費
・店舗等借入費、設備費、謝金、広報費、官公庁への申請書類作成経費、旅費など
○補助率及び補助額
補助率：１／２ 補助限度額：５０万円(店舗等借入費は上限２５万円）

岡山市創業者支援事業補助金

２．中小企業向けの補助制度

平成30年度の募集は終了しました

１０



中小企業支援事業補助金（中小企業及び小規模企業者の機械設備補助）

○事業の内容

地域経済の活性化を図るため、市場の変化に応じた持続的な経営に向けた取り組みを行
う市内中小企業の設備投資を支援し、そのために必要な経費の一部を補助します。

企業経営診断事業費補助金

○事業の内容
中小企業の経営診断に係る経費を助成

補助事業名 補助対象経費 補助率 補助限度額

中小企業
機械設備
投資事業

(1)機械設備（専ら補助事業のために使用
される機械・装置）の購入・借用に要する
経費
(2)経営改革計画策定費（指定支援者の謝
金3回分が必須経費）
※45,000円（税抜）／回×３回＝135,000円
が必須対象経費

１／２ ３００万円

※経営改革
計画策定費
の1/2の額を
含む

小規模企業
機械設備
投資事業

機械設備（専ら補助事業のために使用さ
れる機械・装置）の購入・借用に要する経
費

２／３ 50万円

○事業の内容

創業・起業を志す者への事業の立ち上げを支援するため、創業に必要な基礎知識や事
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が学べるもの。

また、あわせて岡山市起業家塾を卒業した者等に対して，定期的な経営相談を受けられ
るフォローアップを実施しています。

(参考）主な講座内容
・マーケティング
・経理の仕組みと税金
・収支・資金繰り計画を立てる
・事業計画の作成 など

※経営、財務、人材育成、販路開拓の
4分野すべての知識の習得が可能。

３．岡山市起業家塾

平成30年度の募集は終了しました

平成30年度の募集は終了しました
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○企業人材育成セミナー・創業・起業セミナー・
事業承継セミナー等の開催

○専門家による企業相談
弁護士や公認会計士等の専門家による
経営相談の実施

○融資・経営相談会の開催
岡山商工会議所、市内各商工会との
各相談会の共催

◆セーフティネット保証・５号・イ
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者への支援措置で、指定業種に属
する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5％以上減少の中小企業
者が対象です。セーフティネット保証・5号イに基づく認定書を添付して信用保証付融資を
金融機関に申し込むと、一般枠（（無担保8,000万円、有担保2億円））とは別枠保証限度額
の利用が可能となります。

※手続き等の詳細は岡山市ホームページでご確認ください。

中小企業信用保険法に係る認定業務（セーフティネット保証制度）

４．セミナー開催・相談業務

５．認定業務

【お問い合わせ先】
岡山市産業観光局 産業振興・雇用推進課
中小企業振興室
TEL ０８６－８０３－１３２５ ／ Fax ０８６－８０３－１７３８
E-mail chuushou@city.okayama.lg.jp

生産性向上特別措置法に係る先端設備等導入計画の認定業務

国は平成30年度から平成32年度を「生産性革命・集中投資期間」と定め、平成30年6月6
日、生産性向上特別措置法が施行されました。

中小企業等は、「先端設備等導入計画」を作成し、市から認定を受けることで、同計画に
記載された機械・装置等について、設置後最初の３年間、固定資産税（償却資産）ゼロの
特例を受けることができます。

※手続き等の詳細は岡山市ホームページでご確認ください。
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②UIJターンを意識したジョブマッチング事業

市内中小企業等の人材確保を支援することで、企業活動の活性
化を促進するため次の事業を行います。

①新規学卒者等合同企業説明会開催事業

首都圏在住者等を含む若年求職者を
対象とした市内中小企業等による合同
企業説明会を開催します。

その後、就業体験希望者と就業受入企
業とのマッチングを行い就業体験を行う
ことで、求職者は働くイメージを明確化さ
せ、企業と求職者双方の理解を深め、就
職内定を促進します。

「就活フェスタ「秋の陣」

市内就学の学生等を対象とした市内
中小企業等による合同企業説明会を開
催します。

平成３０年度 岡山市雇用対策施策

平成３０年１０月１６日（火曜日）開催予定
岡山コンベンションセンター
参加企業 約５０社予定
共催 ハローワーク岡山 ハローワーク西大寺

おかやま新卒応援ハロー-ワーク

平成３０年８月８日・９日（水・木曜日）開催予定
岡山コンベンションセンター
参加企業 約１１０社（うち約７割の企業で就業体験が可能）
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③働き方改革推進・企業ＰＲ事業

④人材スキルアップ支援事業

市内中小企業の経営者や採用担当者を対象に、自社のア
ピールポイントを新規学卒者等に的確に伝える技術を身に付
けてもらうスキルアップセミナーを開催します。

その後、スキルアップセミナー参加企業から希望する５社を
選定し、企業の強みや弱みを把握し、具体的なアドアイスを行
うなどの個別訪問指導を実施します。

市内企業を知ってもらい就職促
進を図るとともに、ミスマッチによ
る離職を減少させるため市内中
小企業等の詳細な情報（１０年目
の想定年収や月平均残業時間
等）と働きやすい職場づくりに取
り組む企業の特集ページをまと
めた企業情報冊子を作成し、大
学生等へ提供します。

２００社の企業情報を掲載予定
（内１３社の、特集ページを作成）

平成３０年１１月開催予定
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⑤保護者及び学生と地元企業との交流会事業

⑥中高生向け合同職場体験イベント開催事業

（１）保護者を対象とした就活セミー
市内企業による働きやすい職場
環境作りの取組事例を紹介します。
また、保護者が知っておくべき最
近の就職活動状況と保護者の関
わり方についてのセミナーを開催
します。

（２）学生と地元企業の若手社員と
の意見交換会
学生が若手社員との気軽な交
流を通して働くことや市内就職に
ついて考えるきっかけにしてもら
います。

中高生の段階から市内企業の
様々な業種や職種について、仕事
内容の体験や実演等を行ない、魅
力を伝えることで、将来を見据えた
進学並びに就職活動の幅を広げ
るとともに市内就職を促進します。

保護者を対象とした就職セミナーや学生と地元企業との意見
交換会を開催します。

平成３０年８月１８日（土曜日）開催予定
岡山コンベンションセンター
参加企業 ２５社予定

平成３０年１１月開催予定

平成３０年１１月開催予定
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⑦マザーズハローワーク出張相談事業

ふれあいセンター、公民館において、
女性向けの就労相談を行います。

【お問合せ先】
岡山市産業観光局 産業振興・雇用推進課 雇用推進室
ＴＥＬ：０８６－８０３－１３１５
ＦＡＸ：０８６－８０３－１７３８
Ｅ－ｍａｉｌ：koyousuishin@city.okayama.lg.jp

岡山市では、市内企業に向けて人材確保に役立つ情報を提供するた
めに、「雇用関連情報配信メール」を月１回程度配信しています。

「雇用関連情報配信メール」

年６回開催予定
共催 おかやまマザーズハローワーク

配信希望企業を
受け付けています!

○配信内容
・岡山市等公的機関による採用関連イベントの情報提供
（各種セミナーの開催案内 等）
・岡山市が主催する雇用関連事業の募集案内
（合同企業説明会への出展募集案内 等）
・事業主の方を対象とした各種制度案内
（厚生労働省からの通知 等）

○申込方法

雇用推進室（下記のアドレス）まで、「メール配信希望（企業名）」とし
て配信を希望するメールアドレスからお送りください。
次回の「雇用関連情報配信メール」より配信を開始します。
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