
補助金名等 対　　象 内　　容
岡山県内企業

採択数
岡山県内大学

採択数
事業者名

　岡山大学方式人工網膜（OUReP）の製造品質管理とfirst-in-
human医師主導治験

★採択結果　詳細について

　IoTやビッグデータ等を活用した具体的なビジネスを念頭に、
規制・ルールの見直しや、新たなルール・ガイドラインの策定、
国際標準化など、IoT等の社会実装を促進する上で事業環境の
整備が必要なテーマについて、先導研究開発を行います。

★採択結果　詳細について

　大学等にて、事業プロモーターのマネジメントのもと、市場や
出口を見据えて事業化をめざした研究開発プロジェクトをJST
が支援します。

★採択結果　詳細について

アカデミア発の技術シーズを産業界（企業）に円滑かつ効果的
に移転する（実用化プロセスに乗せる）ための、産学連携による
研究開発を支援する制度です。

★採択結果　詳細について

入れ歯裏装用粘膜調整材（医療機器）に安全で持続性のある
抗菌性能を付与する技術開発及び上市

★採択結果　詳細について

企業ニーズ解決に向けた公募型の研究開発費支援制度（研究
費支援）とマッチングプランナーによる産学マッチング支援や次
の展開に向けたサポートといった研究開発活動の支援（人的支
援）により、産学協働の芽出しを支援するプログラムです。

★採択結果　詳細について

IoTを活用した新産業モデル創出基盤
整備事業／IoTの社会実装推進に向
けて解決すべき新規課題に関するシ
ステムの開発

企業（団体等を
含む）、大学等、
地方公共団体

1 1
新エネルギー・産業技
術総合開発機構

平成29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】）」

大学等、企業 1 1 日本医療研究開発機構

各種補助金等　採択結果について（H29（2017）年度）

希少難治性疾患に対する画期的な医
薬品医療機器等の実用化に関する研
究（医師主導治験【新規化合物治験
［ステップ2］】）

国内の研究機
関等 - 1 日本医療研究開発機構

平成29年度地域産学バリュープログ
ラム

大学等 - 3 科学技術振興機構

平成29年度第1回研究開発助成金

設立、創業後、
新規事業進出
後５年以内の中
小企業、個人事
業者

1 - 三菱ＵＦＪ技術育成財団

平成29年度大学発新産業創出プログ
ラム（ＳＴＡＲＴ）プロジェクト支援型

大学等 - 1 科学技術振興機構
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https://www.amed.go.jp/koubo/01/05/0105C_00193.html
http://www.nedo.go.jp/content/100872561.pdf
http://www.jst.go.jp/pr/info/info1291/index.html
http://www.amed.go.jp/koubo/020220170224.html
http://www.mutech.or.jp/whatsnew/pdf/h29-1josei_list.pdf
http://www.jst.go.jp/pr/info/info1273/index.html


補助金名等 対　　象 内　　容
岡山県内企業

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（H29（2017）年度）

国や地域の諸課題（地球温暖化、社会インフラの老朽化、少子
高齢化等）の解決に資するための技術開発テーマを国土交通
省が示し、そのテーマに対し民間企業や大学等の先駆的な技
術開発提案を公募し、優れた技術開発を選抜し助成する競争
的資金制度。

★採択結果　詳細について

インターネット・オブ・シングス（IoT）の実現に資する新たな電気
通信技術の開発・実証のための設備（テストベッド）の整備及び
膨大なデータの流通に対して重要となる施設（データセンター）
の地域分散化を促進することを目的として、新技術開発施設供
用事業及び地域特定電気通信設備供用事業の実施に必要な
資金の一部を助成するものです。

★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
づく支援策の一環として、同法により「研究開発等計画」の認定
を受けた中小企業者が産学官等の連携の下、ものづくり基盤
技術の高度化に資する研究開発、試作品開発等及び販路開
拓への取組を促進することを目的として行うものです。

★採択結果　詳細について

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

事業承継を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業
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

新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させ
ることを目的に、新たに創業する者に対して創業等に要する経
費の一部を補助します。

★採択結果　詳細について

平成29年度予算「創業補助金(創業・
事業承継支援事業)」のうち、「創業補
助金」

創業者 2 - 中小企業庁

平成29年度IoTテストベッド事業及び
地域データセンター事業

電気通信事業
者 2 - 情報通信研究機構

平成29年度建設技術研究開発助成
制度「政策課題解決型技術開発公
募」

民間企業、大学
等 - 1 国土交通省

平成29年度予算「戦略的基盤技術高
度化支援事業」

中小企業者 2 - 中小企業庁

平成28年度第2次補正予算「小規模
事業者持続化補助金(小規模事業者
販路開拓支援事業)」追加公募

小規模事業者 150 -
日本商工会議所
全国商工会連合会

平成29年度予算「創業・事業承継補
助金(創業・事業承継支援事業)」のう
ち、「事業承継補助金」

中小企業 1 - 中小企業庁
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http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000438.html
http://www.nict.go.jp/press/2017/08/08-3.html
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2017/170728SenryakuKoubo.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2017/170727jizoku28.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2017/170726sogyoshoukei.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/2017/170718sogyoshoukei.htm


補助金名等 対　　象 内　　容
岡山県内企業

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（H29（2017）年度）

画期的な医薬品や医療機器などを効率的・効果的に国民に還
元することを目指して、有望な基礎研究成果の臨床研究・治験
への橋渡しを加速します。AMEDが選定した全国10か所の橋渡
し研究支援拠点の基盤を活用して、産学連携、拠点外の機関
の研究課題を積極的に支援するために必要な人材・設備等を
整備するとともに、シーズ育成能力を強化し、日本全体としてア
カデミア等による革新的な基礎研究の成果を一貫して実用化に
繋ぐ体制を構築します。

★採択結果　詳細について

地方のサテライトオフィス又はテレワークセンター等のテレワー
ク環境を整備するための費用の一部を補助し、都市部から地
方への人や仕事の流れの創出、時間や場所を有効に活用でき
る柔軟な働き方の実現、ワーク・ライフ・バランスの向上、地域
の活性化等に貢献し、地方創生や一億総活躍社会の実現に寄
与する事業です。

★採択結果　詳細について

事業場・工場におけるエネルギー起源CO2排出抑制のための
先進的で効率的な低炭素機器等の導入を行う事業に対する補
助金を交付する事業を実施することとしています。

★採択結果　詳細について

市区町村と連携した民間の支援事業者等が行う、創業支援に
関する取組に要する経費の一部を補助することにより、新たな
雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的と
しています。

★採択結果　詳細について

我が国の原子力施設の安全を確保するための人材の維持・発
展に資することを目的として、平成29年度原子力の安全性向上
を担う人材の育成事業を行います。

★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

平成29年度「原子力の安全性向上を
担う人材の育成事業」

法人 - 1 資源エネルギー庁

平成29年度ふるさとテレワーク推進事
業

地方公共団体
（1者以上必須。
複数可）、民間
企業等（1者以
上必須。民間企
業、大学、NPO
法人等）からな
るコンソーシア
ム

1 - 総務省

平成29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 -
岡山県産業労働部産業
振興課

平成29年度予算「創業支援事業者補
助金(創業・事業承継支援事業)」

支援機関 2 - 中小企業庁

平成29年度「先進対策の効率的実施
による二酸化炭素排出量大幅削減設
備補助事業」

法人・団体 2 - 温室効果ガス審査協会

平成29年度「革新的医療技術創出拠
点プロジェクト」関連シーズ＜「橋渡し
研究戦略的推進プログラム」に係る
シーズの公募（2次公募）／革新的医
療シーズ実用化研究事業

研究者 - 4 日本医療研究開発機構
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http://www.amed.go.jp/koubo/050120170306_kettei.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000177.html
http://www.asset.go.jp/info/index
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/2017/170630sogyoshoukei.htm
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer_result/1706/170615a/
http://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/516261.html


補助金名等 対　　象 内　　容
岡山県内企業

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（H29（2017）年度）

中心市街地の活性化に資する調査、先導的・実証的な商業施
設等の整備及び専門人材の招聘に対して重点的支援を行うこ
とにより、まちなかの商機能の活性化・維持を図り、市町村が
目指す「コンパクトでにぎわいあふれるまちづくり」を推進するも
のです。

★採択結果　詳細について

地域中核企業候補の成⻑のための体制整備や、地域中核企
業の更なる成⻑を実現するための事業化戦略の⽴案/販路開
拓等の取組を⽀援します。

★採択結果　詳細について

新技術・新製品の研究開発や地域産業資源を活用した商品・
サービスの販路開拓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

中小企業の新たな海外販路の開拓につなげるため、複数の中
小企業が連携し、自らの持つ素材や技術等の強みを踏まえた
戦略の策定支援を行うとともに、それに基づいて行う商品の開
発や海外展示会出展等の取組に対する支援を実施する。

★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を解決するた
めに、中小企業組合等で連携して取組む事業の調査やその実
現化について支援を行います。

★採択結果　詳細について

革新的がん医療実用化研究事業は、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めざした研究を協力
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

2 - 中小企業庁

平成29年度「地域中核企業創出・支
援事業」

民間団体等 1

経済産業省

経済産業省

平成29年度「革新的がん医療実用化
研究事業（1次公募）」

国内の研究機
関等に所属する
研究者

- 4 日本医療研究開発機構

平成29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１次締切分）

中小企業組合
等 1 -

全国中小企業団体中央
会

平成29年度予算「ふるさと名物応援事
業補助金(JAPANブランド育成支援事
業)」

商工会、商工会
議所、組合、
NPO法人、中小
企業者（４者以
上）等

岡山県産業振興財団

-

平成29年度当初予算 地域・まちなか
商業活性化支援事業費補助金（中心
市街地再興戦略事業）（第2次募集）

民間事業者等 1 -

平成29年度きらめき岡山創成ファンド
支援事業

県内の中小企
業者等 15 -
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http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/saitaku/s170530003.html
http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/saitaku/s170531002.html
http://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/517261.html
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2017/170515Jbrand-koubo.htm
http://www.chuokai.or.jp/hotinfo/2017-1_katsuro-saitaku.html
http://www.amed.go.jp/koubo/010320161007_kettei.html


補助金名等 対　　象 内　　容
岡山県内企業

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（H29（2017）年度）

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

中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経
営資源を有効に活用して行う新商品・新役務の開発、需要の開
拓等を行う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

地域の優れた資源(農林水産物または鉱工業品、鉱工業品の
生産に係る技術、観光資源)を活用した新商品・新サービスの
開発や販路開拓に取り組む中小企業者に対し、市場調査、研
究開発に係る調査分析、新商品・新役務の開発(試作、研究開
発、評価等を含む)、展示会等の開催または展示会等への出
展、知的財産に係る調査等の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

200 17合　　計

平成29年度予算「ふるさと名物応援事
業補助金(低未利用資源活用等農商
工等連携支援事業)」

中小企業者 1 - 中小企業庁

平成29年度「伝統的工芸品産業支援
補助金」

特定製造協同
組合等、販売事
業者・販売協同
組合等、製造事
業者ほか

1 - 経済産業省

平成29年度予算「ふるさと名物応援事
業補助金(地域産業資源活用事業・小
売業者等連携支援事業)」

中小企業者 3 - 中小企業庁
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http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/saitaku/s170417001.html
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/noushoko/2017/170412NoushokouKoubo29.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2017/170412ChiikiShigenKoubo29.htm

