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等採択数
岡山県内大学
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事業者名

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

医療機器等の試作及びＩＳＯ１３４８５認証取得に係る経費を補
助することにより、県内企業の医療機器分野への新規参入や
販路の拡大を支援するものです。

★採択結果　詳細について

人文学、社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基
礎から応用までのあらゆる「学術研究」（研究者の自由な発想
に基づく研究）を格段に発展させることを目的とする「競争的資
金」であり、ピアレビューにより、豊かな社会発展の基盤となる
独創的・先駆的な研究に対する助成を行うものです。

★採択結果　詳細について

中小企業・小規模事業者等が連携して取り組む、生産性向上
や地域経済への波及効果拡大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等を
支援するものです。

★採択結果　詳細について

本事業は、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するものです。

★採択結果　詳細について
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各種補助金等　採択結果について（2019年度）
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各種補助金等　採択結果について（2019年度）

事業承継、事業再編・事業統合を契機として経営革新等や事
業転換を行う中小企業者に対して、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

小規模事業者が自らの経営を見つめ直し、事業の持続的な発
展に向けて経営計画を作成して販路開拓等に取り組む際の経
費の一部を補助するものです。

★採択結果　詳細について

中小企業・小規模事業者等が連携して取り組む、生産性向上
や地域経済への波及効果拡大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等を
支援するものです。

★採択結果　詳細について

次世代がん医療創生研究事業は、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

日本で生み出された基礎研究の成果を薬事承認につなげ革新
的な医療機器を創出することを目指し、革新的医療機器の臨
床研究や医師主導治験等を推進します。

★採択結果　詳細について
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各種補助金等　採択結果について（2019年度）

持続可能な革新的医療シーズの実用化のためには、優れた若
手研究者の育成が必須であることに鑑み、本公募研究開発課
題では、若手研究者が臨床研究中核病院のARO部門の支援
を受けて、臨床試験のプロトコールを作成します。このプロト
コール作成の過程を通じて、若手研究者が自らのクリニカルク
エスチョンに基づき臨床試験を計画し、臨床試験実施までの手
順、スキル等を習得することが期待されます。これにより、将来
の医療・医学に貢献する優れた若手研究者が育成されることを
目標とします。

★採択結果　詳細について

次世代医療機器連携拠点整備等事業においては平成26年度
より5年間実施した国産医療機器創出促進基盤整備等事業等
の成果を活用しつつ、医療機器を開発する企業の人材育成拠
点を増やし、更に各医療機関ならではの特色を活かした、医療
機器産業の振興につながる魅力あふれる拠点を整備すること
を目的といたします。

★採択結果　詳細について

本事業は、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
目的としています。

★採択結果　詳細について

本事業では、これまでの実証等の取組を通じて創出された「分
野別モデル」の普及展開を図るため、地域での先導的な取組
の提案を募集し、「地域IoT実装推進ロードマップ」を更に推進し
ます。

★採択結果　詳細について
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各種補助金等　採択結果について（2019年度）

本プログラムは、将来の医療の革新へとつながる有望な｢技術
シーズ｣を発掘・完成させ（要素技術開発タイプ）、原理実証を
行うプロトタイプ機を開発する（機器開発タイプ）課題を推進しま
す。生み出された成果は、将来的に新規の医療機器等や、今
までに知られていないターゲット（マーカーや症状）の探索・解
明を目的とした計測分析機器等として製品化され、国内外の医
療現場における普及と市場の獲得を目指します。

★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するものです。
【一般型】中小企業者等が行う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
【小規模型】小規模な額で中小企業者等が行う革新的サービス
開発・生産プロセスの改善又は試作品開発（設備等を伴わない
試作開発等を含む）を支援

★採択結果　詳細について

本事業では、開発途上国・新興国等（特に本事業においては、
タイ、インドネシア、ベトナム、マレーシア等を想定します。）にお
けるニーズを十分に踏まえた医療機器等の開発を公募します。
バイオデザイン等のデザインアプローチを採用し、医療現場に
おける具体的な医療機器へのニーズの把握から試作品作成、
薬事申請に至るまでの研究開発を実施します。

★採択結果　詳細について

本事業は、中小企業者が、産学官で連携し、また異業種分野
の事業者との連携を通じて行う新しいサービスモデルの開発等
のうち、サービス産業の競争力強化に資すると認められる取組
を支援します。

★採択結果　詳細について
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各種補助金等　採択結果について（2019年度）

平成30年7月豪雨の被害を受けた小規模事業者が事業再建に
取り組むにあたり、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

「戦略的基盤技術高度化支援事業」は、情報処理、精密加工等
の12技術分野の向上につながる研究開発、その試作等の取組
を支援することを目的とします。 特に、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およびその成果の販路開拓へ
の取組を一貫して支援します。

★採択結果　詳細について

マーケティング経験・知識の豊富なプロジェクトマネージャーを
中心に、製品デザイン、販売促進等の分野別の専門家で構成
する支援チームを編成し、新規支援企業との面談を行うなど企
業活動に伴走しながら、新規支援企業の課題に応じた事業戦
略、製品開発、販売促進方法等について、きめ細かな助言を行
う。

★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

岡山県では、県内への一大グリーンバイオ産業群の形成を目
指した「おかやまグリーンバイオ・プロジェクト」を推進しており、
「木質系バイオマス」を活用した新素材の製品開発を支援して
います。(1)セルロースナノファイバー実用化技術開発　(2)木質
系バイオマス素材実用化技術開発

★採択結果　詳細について

中小企業庁

岡山県産業労働部産業
振興課

中小企業庁

平成３０年度被災地域販路開拓支援
事業「小規模事業者持続化補助金＜
平成３０年７月豪雨対策型・追加公募
分＞」

平成30年7月豪
雨で被害を受け
た小規模事業
者
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岡山県産業労働部産業
振興課

岡山県産業労働部産業
振興課

令和元年度次世代産業研究開発プロ
ジェクト創成事業

令和元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 0

0

令和元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
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令和元年度戦略的基盤技術高度化
支援事業

中小企業者 2 0

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
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各種補助金等　採択結果について（2019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

本事業は、複数の中小企業等が連携して、優れた素材や技術
等を活かし、その魅力をさらに高め、世界に通用するブランド力
の確立を目指す取組みに要する経費の一部を補助することに
より、地域中小企業の海外での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
的としています。

★採択結果　詳細について

2019年度の採択審査プロセスをより円滑に推進し、提案者の
データを整理する目的で、新規公募の採択委員候補に係る情
報の提供、提案者データとりまとめ、採択委員会運営支援、評
価コメント及び評点の取りまとめ等、新規案件公募の採択に係
るデータ収集・整理等の支援を行う業務です。

★採択結果　詳細について

本補助金は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展
の基盤強化に関する法律に基づく地域経済牽引事業計画の実
施に必要な、事業者による戦略分野での事業化や設備投資を
支援することにより、地域における経済活動を牽引する事業を
促進し、もって地域経済の活性化を図ることを目的とします。

★採択結果　詳細について

本事業は、戦略分野の担い手となることが期待される地域の有
望企業群（地域中核企業群）に対して、新事業への挑戦を促す
ために、①地域のイノベーションを支える支援機関が連携した
支援機関ネットワークを構築し、地域の支援体制を強化すると
ともに、②新事業のためのノウハウ獲得から、事業体制の整
備、事業化戦略の策定、研究開発、販路開拓まで、事業段階
に応じた総合的なイノベーション支援を行うことで、地域経済の
活性化を図ることを目的とします。

★採択結果　詳細について

令和元年度予算「国内・海外販路開
拓強化支援事業(JAPANブランド育成
支援事業)」

中小企業(4者以
上※)、商工会、
商工会議所、組
合、NPO法人
等

1 中小企業庁0

岡山県産業振興財団

新エネルギー・産業技
術総合開発機構

2019年度「新エネルギー等のシーズ
発掘・事業化に向けた技術研究開発
事業」

企業（団体等を
含む） 0 1

中国経済産業局
令和元年度「地域経済牽引事業支援
事業費補助金（戦略分野における地
域経済牽引事業支援事業）」

公募要領記載
の要件をいずれ
も満たす事業者

2 0

令和元年度「地域中核企業ローカル
イノベーション支援事業」

企業・団体等 1 0 中国経済産業局

令和元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 6 0
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2020/03/31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（2019年度）

我が国の高齢化の進展状況に鑑み、また団塊の世代が後期
高齢者となる2025年における医療・介護ニーズの爆発的増大
を見込んで、介護保険制度の持続可能性の確保及び医療・介
護の連携の推進に寄与することを主目的とし、高齢者に特徴的
な疾病・病態等に着目し、複合的・総合的な治療のアプローチ
の確立を目指します。

★採択結果　詳細について

【地域産業資源活用事業】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。
【小売業者等連携支援事業】小売業者等が地域の優れた資源
(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)を活用した商品・役務に関する市場動向等の情報を地
域の製造事業者等にフィードバックし、消費者嗜好を捉えた商
品づくりに繋げるための取組に対し、市場調査、研究開発に係
る調査分析、展示会等の開催に係る経費の一部を補助しま
す。

★採択結果　詳細について

ア）身体・知的等障害、イ）神経・筋疾患、ウ）感覚器障害、エ）
精神障害の分野において、障害者の地域社会での共生の実現
や社会的障壁の除去につながる技術開発等の研究開発を行
います。また、障害を招く疾患等についての病因・病態の解明、
予防、診断、治療法、リハビリテーション法等の先進的・実践的
な研究を推進します。

★採択結果　詳細について

日本医療研究開発機構

中国経済産業局

日本医療研究開発機構

3 0

平成31年度 「障害者対策総合研究開
発事業」

国内の研究機
関等に所属する
研究者

0 1

平成31年度「国内・海外販路開拓強
化支援事業費補助金(地域産業資源
活用事業、小売業者等連携支援事
業)」

地域産業資源
活用事業計画
の認定を受けた
中小企業者　等

平成31年度 「長寿科学研究開発事
業」

要件を満たす国
内の研究機関
等

0 1
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