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名　称 内　容 所在地・電話番号
ハローワーク岡山 求職・求人の受付や紹介、情報の提供、雇用保険に関す

る手続き、事業所への各種助成・援助
北区野田一丁目1-20  ☎086-241-3222

ハローワーク西大寺 東区河本町325-4  ☎086-942-3212

ハローワークプラザ岡山 求人情報の提供および職業相談・職業紹介 北区本町6-36 第一セントラルビル7階
  ☎086-222-2900

おかやまマザーズハローワーク 子育て中などの人への求人紹介・相談・アドバイス 北区本町6-36 第一セントラルビル7階
  ☎086-222-2905

おかやま新卒応援ハローワーク
新たに大学・短大・専修学校などを卒業する学生、未就
職卒業者（卒業後3年以内の既卒者）の就職に関する各
種情報提供、職業相談、職業紹介

北区本町6-36 第一セントラルビル7階
  ☎086-222-2904

おかやま若者就職支援センター 失業者やフリーターなどの若者が正規雇用をめざす
就職活動を支援

北区本町6-36 第一セントラルビル7階
  ☎086-236-1515

おかやま地域若者
サポートステーション 無業の状態にある若者の職業的自立をサポート 北区野田屋町一丁目6-20 せとうちビル2 4階

  ☎086-224-3038
福祉ジョブ・サポート・スペース
岡山 岡山市が行う生活・就労相談とハローワークが行う職

業相談・職業紹介の一体的支援

対象者… 生活保護受給者、児童扶養手当受給者、住居
確保給付金受給者など

北区鹿田町一丁目1-1 岡山市保健福祉会館1階
  ☎086-803-1239

福祉ジョブ・サポート・スペース
岡山中

中区赤坂本町11-47 中区福祉事務所内
  ☎086-271-5144

福祉ジョブ・サポート・スペース
岡山南

南区福田690-1（南ふれあいセンター）
南区南福祉事務所内  ☎086-230-0311

高齢・障害・求職者雇用支援機構
岡山支部�高齢・障害者業務課

高年齢者、障害者の雇用に関する相談・援助、給付金・
助成金の支給申請の受付、障害者雇用納付金制度に基
づく申告・申請の受付、啓発

北区田中580 ポリテクセンター岡山内
  ☎086-241-0166

岡山障害者職業センター
就職や職場定着などについての支援を希望する障害
者、障害者の雇用についての支援を希望する事業主、
障害者の就労を支援する関係機関へのサービス提供

北区中山下一丁目8-45
NTTクレド岡山ビル17階  ☎086-235-0830

岡山障害者就業・生活支援
センター

障害者の就労相談、福祉施設での就労訓練・自立生活
訓練の実施、職場実習のあっせん 北区祇園866  ☎086-275-5697

岡山労働局
総合労働相談コーナー 労働条件、いじめ・嫌がらせ、募集・採用など、

労働問題に関する労働者、事業主からの相談

北区下石井一丁目4-1 岡山第2合同庁舎3階
  ☎086-225-2017

岡山総合労働相談コーナー 北区大供二丁目11-20 岡山労働基準監督署内
  ☎086-283-4540

求職・求人・労働相談

仕事・企業

中小企業の経営者ですが、従
業員の福利厚生のための勤労

者互助会はありますか？

よくある質問

市内の中小企業勤労者のため
の総合的な福利厚生事業を実

施する「一般財団法人岡山市勤労者
サポートプラザ（ときめきプラザ）」が
あります。詳しくは、ときめきプラザ
(☎086-223-6364)までお問い合わ
せください｡

よくある質問

ハローワーク岡山・ハローワーク西大寺で、雇用保険（失業保険、失業給付な
ど）の手続きができます。詳しくは各ハローワークまでお問い合わせください。

    ハローワーク岡山(☎086-241-3222)
    ハローワーク西大寺(☎086-942-3212)

会社を退職しましたが、雇用保険（失業保険、失業給付など）の手続きは
どこでできますか？
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115岡山市役所代表 086-803-1000

北区 P44 中区 P46 東区 P48 南区 P50各区問合せ先

企業立地への助成

岡山市就農サポートセンター

LED照明器具等への補助制度

産業政策課�企業立地推進係�☎086-803-1328
　以下の事業を行う場合、一定の要件を満たせば補助
金を受けられます。それぞれ補助の内容や要件などが
異なりますので、詳細はお問い合わせください。
〈対象事業〉
①工場、研究所の新増設
②物流施設の新増設
③操業開始後10年を経過した既存工場への再投資
④本社、本社機能、中四国支店などの新増設
⑤IT・デジタルコンテンツ分野の事業所の新増設

環境保全課�地球温暖化対策室�☎086-803-1282
　事業所へのLED照明器具や高効率空調機器等の設置
補助金の申請を予算の範囲内で受け付けています。対
象となる機器については、市ホームページに掲載して
います。

就
農
希
望
者

新
規
就
農（
営
農
開
始
）

JA岡山（実施協力）その他関係機関・団体

市就農サポートセンター
▶就農プラン作成
▶ 各種研修制度のご案内  

経営資金に関する相談
▶就農後もフォローアップ①相談

③相談

支援の強化

②サポート

農林水産課内�☎086-803-1347
　市内で新たに農業を始めようとする人に対し、総合
コーディネーター（相談員）が、その人にあった就農プ
ランの作成や、各種研修制度のご案内など、就農に関し
て必要な事項を総合的に支援します。

中小企業の福利厚生「ときめきプラザ」
岡山市勤労者サポートプラザ�☎086-223-6364

　中小企業で働く人の福利厚生制度です。少額の負担
で充実の福利厚生メニューを受けることができます。
所在地 北区春日町5-6 岡山市勤労者福祉センター内
対　象  市内の中小企業（資本金3億円以下または

従業員300人以下）で働く事業主、従業員、
パート労働者（事業所単位）

入会金 初回500円／人
会　費 月額500円／人 
主なメニュー
　共済給付、各種助成（健康診断・
インフルエンザ予防接種・宿泊・
介護）、施設・店舗の割引など

工場立地法に基づく特定工場の届出について
産業政策課�企業立地推進係�☎086-803-1328

　工場を新増設する場合、工場立地法に基づく届け出
が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。
〈届出対象工場〉
業種： 製造業、電気・ガス・熱供給業   

（水力、地熱、太陽光発電所は除く）
規模： 敷地面積　9,000平方メートル以上または   

建築面積　3,000平方メートル以上
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名　称 所 在 地 電話番号
岡山商工会議所 北区厚生町三丁目1-15 ☎086-232-2266
岡山北商工会 北区御津宇垣1630-1 ☎086-724-2131
岡山西商工会 北区庭瀬488-6 ☎086-293-0454
岡山南商工会 南区藤田564-131 ☎086-296-0765
赤磐商工会瀬戸支所 東区瀬戸町瀬戸91-15 ☎086-952-0323

中小企業のための経営相談・診断・融資制度
市以外の経営の相談窓口

国・県の融資制度

融資の種類 申し込みのできる人 融資限度額 融資の期間 利　率 保 証 料 保 証 人
中小企業
振興資金融資

市内中小企業者・組合など
（小規模企業者は除く） 3,000万円 7年以内

（据え置き1年
以内を含む）

年1.5%
（変動型） 年0.45〜

1.76％
保証協会の定
めるところに
よる

一般資金融資
市内小規模企業者（従業員20人以下、商業・
サービス業は5人以下）

2,000万円

短期安定
資金融資 1,000万円

1年以内
（据え置き2カ
月以内を含む）

年1.3％
（変動型）

新事業
創出資金融資

①新たに事業を開始する個人
②新規の別会社を設立する会社
③創業後5年を経過していないもの

1,500万円
（①の場合、借入金
額と同額以上の自
己資金が必要） 7年以内

（据え置き1年
以内を含む）

年0.7％
不要
（会社の代表
者は除く）

創業資金融資
① 同一事業所に2年以上継続して勤務し、
同種の事業を営もうとするもの
② 市の指定する創業塾など（岡山市起業家
塾など）を修了し、市の認定を受けたもの

1,500万円 年0.45〜
1.76％

保証協会の定
めるところに
よる

市の主な融資制度
�産業振興・雇用推進課�中小企業振興室�☎086-803-1325

〈岡山県産業振興財団（岡山県中小企業支援センター）〉
北区芳賀5301 テクノサポート岡山内 ☎086-286-9626
　経営革新、創業、ベンチャーに取り組む企業などのワ
ンストップ相談窓口として、経営・技術・販路・事業継承
など、あらゆる分野で総合的な支援を実施します。
〈岡山商工会議所、各商工会〉
　専門資格を持つ「経営指導員」が、税務、金融、その他
経営全般の指導、相談にあたっています。また、身近な
経営相談窓口として創業支援や小規模企業などの経営
革新のための支援も行っています。

〈日本政策金融公庫岡山支店〉
北区柳町一丁目1-27  ☎086-225-0011（国民生活事業）  

☎086-222-7666（中小企業事業）
〈商工中金岡山支店〉
北区蕃山町4-1 ☎086-225-1131
〈岡山県信用保証協会〉
北区野田二丁目12-23 ☎086-243-1122

経営相談・診断
�産業振興・雇用推進課�中小企業振興室�☎086-803-1325

　法律、税務、財務、販売などの経営上の問題で困った
とき、専門家（弁護士、司法書士、公認会計士、中小企業
診断士、社会保険労務士）による相談や、中小企業診断
士による企業経営診断を行っています。

よくある質問

市融資制度のご利用にあたっては、市融資制度取扱金融機関に直接お申し込
みください。

ただし、「公害防止施設改善資金」「経営安定資金」「体質改善資金」「大型店等進出
対策資金」「新技術、新商品・新製品開発導入資金」「創業資金」については、市が発
行する認定書が必要となります。また、事業承継支援資金融資に関しては、中小企業
における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の認定を受ける必要があ
りますので、事前に産業振興・雇用推進課中小企業振興室（☎086-803-1325）ま
でお問い合わせください。
詳しくは、産業振興・雇用推進課中小企業振興室までお問い合わせください。

市融資制度申し込みに必要な手続き方法を知りたい
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