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事業名索引
あ
IoT等導入実践研修等事業 ……………………………………………………………………………………78
IT／IoT支援サポーター活用事業 ……………………………………………………………………………63
IT活用力セミナー
……………………………………………………………………………………………79
育児休業給付 ……………………………………………………………………………………………………98
一般保証（普通保証、無担保保証）……………………………………………………………………………10
インターネットによる情報検索 ………………………………………………………………………………85
インターンシップ事業（関東・近畿圏）………………………………………………………………………70
インターンシップ事業（県内）…………………………………………………………………………………70
エコプロダクツ製品化支援事業費補助金 ……………………………………………………………………21
エネルギー使用合理化等事業者支援補助金……………………………………………………………………23
岡山エコ事業所認定制度 ………………………………………………………………………………………91
岡山県エコアクション２１認証取得支援事業補助金 ………………………………………………………22
岡山県エコ製品認定制度 ………………………………………………………………………………………91
岡山県大型投資・拠点化促進補助金 …………………………………………………………………………27
岡山県 企業と大学との共同研究センター …………………………………………………………………65
岡山県経営改善支援センター …………………………………………………………………………………62
岡山県骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金 ………………………………………………………54
岡山県再投資サポート補助金 …………………………………………………………………………………28
岡山県産業支援ネットワーク …………………………………………………………………………………57
岡山県事業承継ネットワーク …………………………………………………………………………………61
岡山県事業引継ぎ支援センター ………………………………………………………………………………61
岡山県支店等新規開設促進補助金 ……………………………………………………………………………30
岡山県充電環境整備事業費補助金 ……………………………………………………………………………22
岡山県商品開発マーケティング支援事業 ……………………………………………………………………66
岡山県新商品による新事業分野開拓事業者認定制度 ………………………………………………………91
（公財）岡山県生活衛生営業指導センターの行う相談 ……………………………………………………60
岡山県地域ＩＴベンチャー企業等優先発注制度 ……………………………………………………………82
岡山県中小企業経営改善等支援事業 …………………………………………………………………………61
岡山県中小企業再生支援協議会 ………………………………………………………………………………60
岡山県中小企業支援センター …………………………………………………………………………………57
岡山県中小企業Ｕターン就職促進奨学金返還支援事業 ……………………………………………………38
岡山県プロフェッショナル人材確保支援補助金 ……………………………………………………………18
岡山県プロフェッショナル人材戦略拠点 ……………………………………………………………………62
岡山県本社機能移転促進補助金 ………………………………………………………………………………29
岡山県本社機能移転に係る社宅借上げ支援補助金 …………………………………………………………29
岡山県よろず支援拠点 …………………………………………………………………………………………61
おかやま子育て応援宣言企業活性化事業 ……………………………………………………………………92
おかやま就職応援センター ……………………………………………………………………………………63
岡山知財塾（知財活用人材育成事業） ………………………………………………………………………77
岡山デニム世界進出支援事業 …………………………………………………………………………………18
岡山フードバレーセンター ……………………………………………………………………………………66
おかやま未来の匠奨励賞の授与(職業能力開発事業) ………………………………………………………95
岡山リサーチパークインキュベーションセンター（ＯＲＩＣ） …………………………………………72
おかやま若者再チャレンジ応援宣言企業 ……………………………………………………………………90
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か
会員支援事業 ……………………………………………………………………………………………………84
海外投資関係保証 ………………………………………………………………………………………………14
海外派遣人材育成事業 …………………………………………………………………………………………85
開業資金保証 …………………………………………………………………………………………………… 1
介護休業給付 ……………………………………………………………………………………………………98
外国出願補助金（中小企業等外国出願支援事業） …………………………………………………………18
借換保証 …………………………………………………………………………………………………………11
環境・エネルギー対策貸付 ……………………………………………………………………………………15
環境研究総合推進費補助金 ……………………………………………………………………………………19
環境省エコアクション２１認証・登録制度 …………………………………………………………………89
環境対応バス導入加速事業補助金 ……………………………………………………………………………23
企画立案等サービス ……………………………………………………………………………………………68
危機対策資金 ……………………………………………………………………………………………………15
企業活力強化貸付（海外展開・事業再編資金） ……………………………………………………………14
企業活力強化貸付（地域活性化・雇用促進資金） …………………………………………………………16
起業支援金（地域課題解決型起業支援事業）…………………………………………………………………56
企業診断システム ………………………………………………………………………………………………68
技能検定制度 ……………………………………………………………………………………………………93
キャリアアップ助成金 …………………………………………………………………………………………42
教育訓練給付 ……………………………………………………………………………………………………97
業務改善助成金 …………………………………………………………………………………………………51
業務用車両ＥＶ等転換支援事業補助金 ………………………………………………………………………22
きらめき岡山創成ファンド支援事業 …………………………………………………………………………19
組合の運営等の相談・指導 ……………………………………………………………………………………59
組合の設立指導 …………………………………………………………………………………………………59
経営安定関連保証（セーフティネット保証） ………………………………………………………………10
経営安定資金 …………………………………………………………………………………………………… 6
経営革新資金 …………………………………………………………………………………………………… 7
経営革新ホームページ …………………………………………………………………………………………83
経営セーフティ共済 …………………………………………………………………………………………… 9
経営力強化保証 …………………………………………………………………………………………………11
経済変動対策資金 ……………………………………………………………………………………………… 6
健康経営推進事業 ………………………………………………………………………………………………79
高年齢雇用継続給付 ……………………………………………………………………………………………98
高年齢者雇用アドバイザー等による相談・助言 ……………………………………………………………68
国際ビジネスコーディネーター ………………………………………………………………………………86
雇用調整助成金 …………………………………………………………………………………………………32
コンピュータサービス技能評価試験（公的資格試験） ……………………………………………………93

さ
サービス産業IT活用普及事業……………………………………………………………………………………78
在職者訓練 ………………………………………………………………………………………………………94
産業廃棄物処理業者育成支援事業補助金 ……………………………………………………………………21
事業活性化短期資金 …………………………………………………………………………………………… 7
事業承継対策資金 ……………………………………………………………………………………………… 7
事業再生資金 …………………………………………………………………………………………………… 6
事業者の自主的対策サポート事業（省エネ関連） …………………………………………………………63
次世代産業研究開発プロジェクト創成事業費補助金 ………………………………………………………20
下請企業振興事業 ………………………………………………………………………………………………83
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市町村融資制度 ………………………………………………………………………………………………… 9
失業等給付 ………………………………………………………………………………………………………96
実践！おかやま産業人材育成塾（人材力強化支援事業・サービス産業人材育成支援事業）……………76
若年技能者人材育成支援等事業（厚生労働省委託事業）……………………………………………………95
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 ………………………………………………………………47
重度障害者等通勤対策助成金 …………………………………………………………………………………48
首都圏アンテナショップコワーキングスペース ……………………………………………………………75
首都圏アンテナショップ（物販店舗）への出品 ……………………………………………………………87
首都圏アンテナショップ（物販店舗）へのチャレンジ商品出品 …………………………………………88
首都圏アンテナショップ利用（催事スペース） ……………………………………………………………74
首都圏アンテナショップ利用（物販店舗） …………………………………………………………………73
循環型社会形成推進モデル事業技術開発事業費等補助金 …………………………………………………21
循環型社会形成推進モデル事業施設整備費補助金 …………………………………………………………21
障害者介助等助成金 ……………………………………………………………………………………………47
障害者雇用安定助成金 …………………………………………………………………………………………37
障害者雇用調整金・報奨金 ……………………………………………………………………………………45
障害者雇用納付金制度に基づく助成金 ………………………………………………………………………46
障害者作業施設設置等助成金 …………………………………………………………………………………46
障害者職場実習支援事業 ………………………………………………………………………………………48
障害者相談窓口担当者の配置助成金 …………………………………………………………………………49
障害者福祉施設設置等助成金 …………………………………………………………………………………47
小規模企業支援資金（一般・小口零細） …………………………………………………………………… 5
小規模企業者等設備貸与事業 ………………………………………………………………………………… 2
小規模事業者経営改善資金（マル経融資） ………………………………………………………………… 8
商工会・商工会議所等の行う経営安定特別相談事業 ………………………………………………………60
商工会・商工会議所等の行う経営改善普及事業 ……………………………………………………………59
商談会等開催事業 ………………………………………………………………………………………………83
商店街よろず相談アドバイザー派遣事業 ……………………………………………………………………67
職業訓練指導員講習 ……………………………………………………………………………………………94
職業訓練指導員免許 ……………………………………………………………………………………………94
女性活躍・ＷＬＢ応援アドバイザー事業 ……………………………………………………………………71
女性創業サポートセンター
……………………………………………………………………………… 58
新エネ・環境対策資金 …………………………………………………………………………………………15
新岡山県企業立地促進補助金 …………………………………………………………………………………24
新岡山県物流施設誘致促進補助金 ……………………………………………………………………………26
新型コロナウイルス感染症対応資金 …………………………………………………………………………12
新価値創造展（中小企業総合展） ……………………………………………………………………………81
新企業育成貸付（新事業活動促進資金） …………………………………………………………………… 5
新規創業・経営活力増進設備貸与事業 ……………………………………………………………………… 3
新規創業資金 …………………………………………………………………………………………………… 1
人材開発支援助成金 ……………………………………………………………………………………………43
人材確保等支援助成金 …………………………………………………………………………………………39
新創業融資制度 ………………………………………………………………………………………………… 2
政策金融機関の融資制度（一般貸付・特別貸付） ………………………………………………………… 8
生産性向上支援訓練 ……………………………………………………………………………………………78
セルロースナノファイバートライアル支援補助金 …………………………………………………………20
総合特区支援利子補給金 ………………………………………………………………………………………55

た
大規模展示商談会開催事業 ……………………………………………………………………………………84
卓越した技能者（現代の名工）表彰 …………………………………………………………………………95
地域雇用開発助成金 ……………………………………………………………………………………………31
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地域見本市等出展事業 …………………………………………………………………………………………84
知財総合支援窓口 ………………………………………………………………………………………………64
中堅企業への成長支援事業
……………………………………………………………………………62
中四国環境ビジネスネット（Ｂ－ｎｅｔ） …………………………………………………………………64
中小企業経営革新普及啓発 ……………………………………………………………………………………83
中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業 ………………………………………………………60
中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認 ………………………………………………………89
中小企業退職金共済制度(中退共制度) ………………………………………………………………………99
中小企業投資育成株式会社による投資 ……………………………………………………………………… 3
中小企業のIoT導入促進事業 …………………………………………………………………………………63
中小企業ＢＣＰ（事業継続計画）策定支援事業 ……………………………………………………………76
中途採用等支援助成金 …………………………………………………………………………………… 17,34
伝統的工芸品等物産振興事業 …………………………………………………………………………………91
特定求職者雇用開発助成金 ……………………………………………………………………………………34
特別小口保証 ……………………………………………………………………………………………………11
特例調整金・特例報奨金 ………………………………………………………………………………………45
トライアル雇用助成金 …………………………………………………………………………………………36
ドリームゲート …………………………………………………………………………………………………57

は
ハートフルビジネスおかやま …………………………………………………………………………………64
働き方改革応援資金 …………………………………………………………………………………………… 8
働き方改善推進支援助成金（勤務間インターバル導入コース）……………………………………………52
働き方改革推進支援助成金（団体推進コース）………………………………………………………………53
働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）……………………………………………………………54
働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休促進支援コース） ……………………………………52
働き方・休み方改善コンサルタント …………………………………………………………………………69
ハロートレーニング（在職者訓練） …………………………………………………………………………99
ビジネス・キャリア検定試験 …………………………………………………………………………………93
ベンチャー企業投資促進税制（エンジェル税制） ………………………………………………………… 4
ベンチャー等立地促進事業費補助金 …………………………………………………………………………17
ベンチャープラザ ………………………………………………………………………………………………81
ベンチャーマーケット岡山 ……………………………………………………………………………………81
貿易投資に関する相談 …………………………………………………………………………………………85

ま
メディカルテクノおかやま ……………………………………………………………………………………57

や
優秀技能者表彰（職業能力開発事業） ………………………………………………………………………95

ら
流動資産担保融資保証 …………………………………………………………………………………………10
両立支援等助成金 ………………………………………………………………………………………………49
労働移動支援助成金 ……………………………………………………………………………………………33
労働問題の相談 …………………………………………………………………………………………………69
６５歳超雇用推進助成金 ………………………………………………………………………………………32
６５歳超雇用推進プランナーによる提案 ……………………………………………………………………68
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わ
若者×空き家等活用×事業者支援事業 ………………………………………………………………………31
若者の職場定着推進事業 ………………………………………………………………………………………80
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