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中小企業支援  

■中小企業支援事業補助金 

 中小企業が技術又は製品の販路開拓、専門家派遣による相談、店舗改修及び外国語

表記のホームページ等の作成を行う場合に必要とする経費の一部を補助 

 〈補助対象者〉  
・市内に１年以上住所を有する個人経営主又は市内に１年以上本社、事業所を有

する法人 

〈内容〉 

（平成 28年度に事業見直し） 

【実績】                          （単位：件・円） 

年度  
展示会等出展  専門家派遣  店舗等改装  

多言語化対応 
件数  金額  件数  金額  件数  金額  

H28 5 671,000 2 50,000 7 6,041,000 
実績なし 

H29 7 1,010,000 1 16,000 4 3,962,000 

事業名 補助対象事業 補助率 
補助 

限度額 
対象経費 申請限度額 

展示会

等出展

事業 

商品や製品の販路開拓

や販路拡大のための展

示会出展や商談会への

参加 

補助対象経

費の全額 
30万円 

小間料、出展料 

※小間装飾費

や通信運搬費、

旅費は対象外 

１事業者１

年度あたり

３回まで 

専門家

派遣事

業 

公的機関が実施する専

門家派遣事業 

派遣に係る

企業負担分

全額と交通

費全額 

5万円 

／１回 

相談料（指導

料）、旅費 

１事業者１

年度あたり

３回まで 

店舗等

改装事

業 

経営の改善に資する店

舗の改装 【対象業種】 

小売業、飲食サービス

業、生活関連サービス

業など 

1/2以内 
100万

円 

改装に係る設

計及び工事費、

一体的な設備

整備費 

（市内施工業

者による改装

で、100万円以

上の事業） 

１事業者１

回限り 

多言語

化対応

事業 

外国語で表記したホー

ムページ、案内パンフ

レット、商品メニュー

等を作成する事業 

1/2以内 20万円 

冊子、ホームペ

ージ等の作成

及び加工に要

する費用 

１事業者１

回限り 
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■土産品開発支援事業補助金〈平成 28年度から〉 

 市の地域産業資源を活用した新しい土産品の開発に係る経費の一部を補助 

〈補助対象者〉 

・市内に住所及び事業所を有する個人又は市内に事業所若しくは事務所を有する法

人 

〈補助金額〉 

・補助対象事経費総額の１／２以内 上限５０万円 

〈対象経費〉 

原 材 料 費 主要原材料等の購入に係る経費（対象経費総額の１／２以内） 

印刷製本費 パッケージ、ラベル、パンフレット、チラシ等の印刷に係る経費 

委 託 費 デザイン業務や成分・品質等の分析調査業務の委託に係る経費 

備品購入費 金型等設備機器の購入に係る経費 

マーケティ

ング活動費 

製品等の市場調査に係る経費 

技術指導費 商品開発に必要な指導等の専門家派遣に係る経費 

【実績】 

年度 補助事業者 土産品 主な内容 

H28 

㈱さつき屋 

［菓子・パン小売業］ 

新見「備中白小豆」

詰合せギフトセット 

新見で生産される「備中白

小豆」の味・希少性に着目

し、新見の代表的なお土産

として、備中白小豆を使用

し数種を詰め合せたギフ

トセットを開発 

㈱米見 

［その他食料品製造業］ 

新見「ジビエ肉みそ

ご飯だれ」 

新見地区で有害鳥獣駆除

により捕獲された猪の肉

を有効利用し、地産で生産

された野菜と組合せ、ご飯

だれを開発 

H29 
三光正宗㈱ 

［酒類製造業］ 
純米大吟醸「洸雲」 

新見産雄町米を使用して、

純米大吟醸を土産品とし

て開発 

 

■経営革新支援事業補助金〈平成 29年度から〉 

岡山県の承認を受けた「経営革新計画」に基づいて実施する事業の経費の一部を補

助します。 

〈補助対象者〉 

・市内に主たる事業所を有する中小企業者等 

・岡山県が承認した経営革新計画に従って事業を行っていること 
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〈対象経費〉 

 経営革新計画に基づいて実施する以下の事業に要する経費 

  ・市場、競争環境等の調査 

  ・マーケティング戦略の構築 

  ・商品の開発設計、試作及び改良 

  ・商品のデザイン、評価及びテストマーケティング 

  ・事業展開に必要な知識、技能を習得するための研修の実施又は研修への参加 

  ・販路開拓に資する事業 

  ・建造物、設備、備品等の取得又は整備 

〈補助金額〉 

・補助対象事経費総額の１／２以内 上限２００万円 

 

【実績】 

年度 補助事業者業種 経営革新テーマ 主な内容 

H29 

その他繊維製品

製造業 

高度な縫製ニーズ増大をチャン

スに、独自技術の強化により事業

拡大  

特殊縫製に用いる新設

備（ミシン）の導入  

旅館、ホテル 新見の素材を活かし付加価値と

顧客満足度を高める宿泊施設造

り  

稼働率の低い和室の改

装  

農業サービス業 

旬のおいしさを通年で味わえる

新見産“冷凍Ａ級フルーツ”を全

国に向けて販売  

急速冷凍設備の導入  

H30 

その他飲食料品

小売業  

紅茶ファンのニーズに対応した

新商品の開発及び生産体制の確

立  
茶葉加工設備等の導入  

資料・有機肥料

製造業  
「家庭菜園向けコンパクト有機

質培養土（肥料）」の販売  

新商品（肥料）の開発          

パッケージの開発等 

新商品対応機器の整備 

耕種農業  
サンジョヴェーゼ種を使ったワ

インの生産販売  
醸造設備の導入  
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■中小企業診断士による経営相談 

中小企業診断士を市内中小企業へ派遣し、専門家の診断に基づく適切な助言をする

ことで、課題の抽出、経営計画の作成等により経営改善に繋げます。 

・委託先：一般社団法人 岡山県中小企業診断士会 

・委託料：（1回当たり 20,000円＋交通費） 

※主な相談内容 

 経営全般、資金調達、特許関係、法律関係、販路・マーケティング関係、人材関

係、支援制度 など 

〈内容〉 

相 談 料 無料 

相 談 場 所 相談事業者の事務所 

相 談 時 間 １回あたり２時間以内 

相 談 回 数 １企業あたり１年度３回を限度 

相 談 日 時 随時（企業と診断士により決定） 

【実績】 

年度 
相談 

事業社数 件数 

H27 7 社  17 件  
H28 6 社  11 件  
H29 9 社  20 件  

 

■新見市小口融資制度 

  市内で事業を営み、業務上の運転資金や設備資金が必要な方に対して、市が岡山県

信用保証協会の保証を付して、融資のあっせんを行う。 

〈融資対象者〉 

・市内において１年以上引き続き同一事業を営んでいる中小企業者又は中小企業協

同組合 

〈申請先（取扱金融機関）〉 

 中国銀行（新見支店）、トマト銀行（新見支店）、山陰合同銀行（新見支店）、備北信

用金庫（新見営業部・中央支店・正田支店・大佐支店） 

 

 

 

あっせん申込

融資

新見市

あっせん
岡
山
県
信
用

保
証
協
会

保証決定

中
小
企
業

融資申込

金
融
機
関
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【融資実績】                      （単位：件・千円） 

年度 
設備 運転 運転・設備 合計 

件数 融資額 件数 融資額 件数 融資額 件数 融資額 

H27 6 16,940 24 160,300 3 17,750 33 194,990 
H28 3 15,550 14 60,200 2 5,600 19 81,350 
H29 3 18,200 14 69,077 3 17,000 20 104,277 
 

■信用保証料補助制度 

  新見市小口融資制度を利用して融資を受ける場合に、その融資に必要な保証料の一

部を補助 

〈補助対象者〉 

 ・新見市小口融資制度による融資あっせんを受けている方 

〈内容〉 

保証料補助率 支払った信用保証料の３／１０以内 

申 請 期 間 保証料を支払った日から３ヶ月以内 

【実績】 

 件数 金額 

H27 13 件  519,925 円  
H28 14 件  316,525 円  
H29 14 件  411,147 円  
 

■制度融資利子補給制度 

市内の中小企業者が、新見市小口融資制度を利用し、運転資金の融資を受けた場合、

その融資に係る払込利子の一部を補助 

〈補助対象者〉 

・新見市小口融資制度による融資あっせんを受けている方 

〈内容〉 

補 助 対 象 運転資金の融資に係る払込利子（設備資金と合同の場合は設備資

金分を除く。） 

利 子 補 給 率 ２／１０ 

利子補給期間 利子払込開始月から３年間 

【実績】 

 件数 金額 

H27 59 件  672,193 円  
H28 54 件  628,538 円  
H29 46 件  520,695 円  
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■中小企業設備近代化資金利子補給制度 

市内の中小企業者が、制度資金の融資を利用し、設備資金の融資を受けた場合、そ

の融資に係る払込利子の一部を補助 

〈補助対象者〉 

・国及び地方公共団体が企業の設備近代化を目的に実施する融資を受けている方 

 （日本政策金融公庫の融資や新見商工会議所・阿哲商工会で実施するマル経融資

も対象） 

〈内容〉 

補 助 対 象 設備資金の融資に係る払込利子（運転資金と合同の場合は運転資

金分を除く。） 

利 子 補 給 率 ６／１０ 

利子補給期間 利子払込開始月から３年間 

【実績】  （単位：件・円） 

年度 件数 金額 

H27 100 2,904,563 
H28 96 2,491,224 
H29 89 1,912,728 
 

■中小企業大学校研修事業補助金制度 

 広い視野に立った創造性豊かな知識と技術の習得を目的に、従業員に中小企業大学

校の行う研修を受講させた事業主に補助金を交付 

〈補助対象者〉 

・従業員を中小企業大学校に派遣した事業主 

〈補助金額〉 

・受講料の１／２以内 上限１８，０００円 

【実績】 

年度 件数 金額 

H27 8 件  117,500 円  
H28 2 件  28,000 円  
H29 6 件  93,000 円  
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雇用対策  

 

■雇用開発助成金制度 

  中高年齢者、障害者等、就職が特に困難な特定求職者の雇用安定と雇用機会の増大

を図るため、特定求職者を雇用した事業主に助成金を支給 

〈補助対象者〉 

  ・国の特定求職者雇用開発助成金の交付を受けた事業主 

〈補助金額〉 

・雇用した特定求職者一人につき次の金額を助成します。 

    ①中小企業・・・月額 10,000円 

    ②大企業・・・・月額 5,000円 

【実績】  （単位：件・円） 

年度 件数 金額 

H27 24 1,410,000 
H28 35 1.920.000 
H29 31 1,740,000 

 

■資格取得費支援補助金〈平成 29年度から〉 

 専門性が高い資格、免許等の取得費用を負担する事業所や、市内事業所に勤務しな

がら、自己のスキルアップなどを目的に資格を取得する勤労者に対して、その経費の

一部を補助することで、雇用の促進や定着を図る。  
 〈補助対象者〉  

・事業所：従業員の資格取得等の経費負担を行った市内の中小企業者  
・勤労者：市内事業所へ勤務する市内居住者で資格取得等の経費を全額支払った個

人  
 〈補助対象経費〉  

・資格試験等の受験料及び登録免許料  
・資格取得のため、国その他資格授与機関が受講を指定する講習・講座の受講料等  

〈補助金額〉  
・対象経費が１０万円以上の場合・・・・２分の１以内（限度額１０万円）  

 ・対象経費が５万円以上１０万円未満・・一律５万円  
 ・対象経費が５万円未満の場合・・・・・全額  
〈対象資格〉  
■第一種運転免許（準中型自動車、中型自動車、大型自動車、大型特殊自動車）  
■第二種運転免許（普通自動車、大型自動車、大型特殊自動車）  
■フォークリフト運転者 ■ショベルローダ等運転技能者  
■クレーン運転士（クレーン・デリック運転士、移動式クレーン運転士含む）  
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■玉掛作業者（玉掛技能講習または玉掛特別教育受講者）  
■建築施工管理技士（一級、二級） ■土木施工管理技士（一級、二級）  
■電気工事施工管理技士（一級、二級） ■管工事施工管理技士（一級、二級）  
■建築士（一級、二級） ■建築設備士 ■車両系建設機械技能講習  
■電気工事士（第一種、第二種） ■電気主任技術者（第一種、第二種、第三種）  
■足場の組立て等作業主任者 ■土止め支保工作業主任者  
■型わく支保工の組立て等作業主任者 ■配管技能士 ■ガス溶接作業主任者  
■溶接管理技術者 ■伐木作業者 ■チェーンソー作業者  
■刈払機取扱作業者安全衛生教育 ■ボイラー取扱者 ■液化石油ガス設備士  
■火薬類（製造・取扱）保安責任者 ■高圧ガス販売主任者 ■危険物取扱者  
■消防設備士 ■自動車整備士 ■自動車検査員 ■運行管理者基礎講習  
■介護福祉士 ■介護職員初任者研修 ■介護支援専門員  
■食品衛生責任者 ■食品衛生管理者 ■日商簿記  

【実績】                             （単位：件・

円）  

年度 件数 金額 
内  訳 

取得資格 件数 金額 

H29 68 1,850,593 

１級管工事施工管理技士 ２ 81,814 

１級電気工事施工管理技術検定 １ 11,800 

２級土木施工管理技術検定 １ 8,200 

一級建築士 １ 19,700 

運行管理者基礎講習 ３ 24,165 

大型第二種免許 １ 100,000 

大型特殊免許 ２ 79,050 

刈払機取扱作業者安全衛生教育 １１ 62,518 

危険物取扱者 乙種第４類 ５ 16,748 

クレーン運転士 １ 22,000 

小型移動式クレーン運転技能講習 ２ 45,000 

自動車整備士 １ 29,000 

車両系建設機械技能講習 １ 50,000 

車両系建設機械技能講習（解体用） １ 17,546 

車両系建設機械技能講習（整地等） １ 50,000 

ショベルローダ等運転技能者 １ 33,000 

第一種運転免許（大型自動車） ６ 600,000 

第一種運転免許（準中型） ２ 100,000 

第一種運転免許（中型自動車） １ 84,560 

第一種電気工事士 ２ 21,800 

第二種電気工事士 １ 9,600 
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玉掛技能講習 ５ 95,000 

伐木等の業務に係る特別教育 ４ 24,000 

フォークリフト運転者 １１ 254,167 

ボイラー取扱者（小型） １ 10,925 

H30 42 1,609,659 

運行管理者基礎講習 １ 8,056 

介護福祉士 ５ 267,240 

ガス溶接技能講習 １ 9,000 

刈払機取扱作業者安全衛生教育 ２ 10,000 

小型移動式クレーン ２ 44,000 

車両系建設機械技能講習（整地等） ２ 87,963 

食品衛生管理者 １ 100,000 

第一種運転免許（大型自動車） ５ 500,000 

第一種運転免許（大型自動車、大型特

殊自動車） 
１ 100,000 

第一種電気工事士 １ 10,900 

第二種運転免許（普通） １ 94,400 

第二種電気工事士 １ 9,300 

玉掛技能講習 ２ 38,000 

二級ボイラー技士 １ 6,800 

伐木等の業務に係る特別教育 １ 6,000 

フォークリフト運転者 15 318,000 

 
■IJUターン就職奨励金〈平成 30年度から〉  

市内事業所への就労及び定着並びに市内への定住の促進を図ることを目的として、

本市に転入し、市内事業所に就職する者に新見市ＩＪＵターン就職奨励金を交付する。 
〈補助対象者〉  
・ＩＪＵターンして１年未満であって、雇用開始日の属する年度の当初において２０

歳以上４０歳以下の者 

 ・市内事業所に正社員として就職した者 

・雇用開始日から５年以上、本市から転出しない意思を示した者 

〈補助金額〉  
・交付対象者１世帯あたり２０万円  

※同一世帯に交付対象者が複数いる場合、２人目以降１人につき１０万円を加算（上

限は５０万円） 

【実績】  

 件数 人数 金額 

H30 17 件  19 人  3,600,000 円  
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■ＵＩＪターン就職支援事業〈平成 29年度から〉 

ハローワーク等で把握しきれない小規模な事業所の求人情報など地域密着型の職業

紹介所を開設し、市内外の求職者とのマッチングを図る。  
●IJU ターン就職相談窓口の設置  

   市内企業への就職支援を目的に、専門の相談員を配置し、市外へ居住する方に対

する求人情報の提供や就職の斡旋を行うほか、就職・転職・再就職に向けたアドバ

イスや相談に対応  
【実績】           （単位：件）  

年度 
企業訪問 

件数 

相談 

件数 

就職件数 

Ｉ Ｊ Ｕ 

H29 641 20 1  1 
H30 145 18   2 

●メールマガジンの配信  
 求人情報や求人に関する事業をメールマガジンで配信  

 

■企業巡りツアー開催事業 

高卒や大卒の新卒者、IJU ターンによる就職希望者のために、市内企業を紹介する
ツアーを開催し、地元就職のきっかけづくりを行う。  

【開催実績】  
開催日 対象者 参加人数 訪問企業 

H29.03.27 市内高校生  9 人  ①足立石灰工業㈱  
②㈱ウェルファムフーズ 岡山事業所  
③㈱みよしや  

H29.08.24 県内大学・短大・専
修学校等の学生  

9 人  ①足立石灰工業㈱  
②松陽産業㈱  
③㈱吉備ケーブルテレビ 新見支局  

H30.03.27 市内高校生  8 人  ①松陽産業㈱  
②岡山県共同石灰㈱  
③㈱岡本化学 岡山工場  

H30.08.07 県内高校生  11 人  ①守田化学工業㈱ 新見工場  
②㈱ウェルファムフーズ 岡山事業所  
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■企業ガイド作成事業 

市内の事業所へ就職を希望する学生向けに、市内事業所の事業概要をわかりやすく

紹介する企業紹介冊子「企業ガイド」を作成し、市内就職希望者等に配布することで

市内就職に結びつける。あわせて、ホームページ用のデータも作成しインターネット

上でも公表  
  ・作成年月：平成 29 年 3 月  
  ・掲載企業数：35 社  
  ・作成部数：1,000 部  
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創業支援  

 
■創業支援事業補助金 

創業を目指す個人に対し、事業開始時に必要となる費用の一部を補助し、意欲あ

る起業家の事業支援を行うことで、新たな産業創出や雇用の確保を目指す。  
〈補助金額〉  
・補助対象事経費総額の１／２以内 上限１００万円  

  ※女性又は移住者（市内に住所を移して１年以内）の場合は、２／３以内で上限

１００万円  
【実績】                            （単位：件・千

円） 

年度 件数 金額 

内訳 

創業内容 
区分 

金額 
市内 女性 移住 

H28 4 3,531 

自動車特殊架装業、レン

タカー  
○   1,000 

デニム製品サンプル製造    ○ 1,000 

広告制作、デザイン   ○  531 

理容店    ○ 1,000 

H29 6 5,466 

農業機械修理・販売 ○   1,000 

アウトドア用品の販売・

レンタル事業 
○   866 

3DCAD の建築パース制

作 
 ○  1,000 

菓子製造業  ○  699 

廃材を利用した商品・ア

ンティーク雑貨等の販売 
 ○  998 

ウェブデザイン   ○ 903 

 

■創業支援施設の利用促進 

市内で創業又は創業を予定している法人及び個人に事業活動の場を提供することで

創業支援をし、本市産業の振興と雇用を創出する。  
・名称：ｉ－ｂｏｘにいみ  
・位置：新見市正田３３０番地２  
・施設概要  
（１）事務室（７室）  
（２）会議室（１室）  
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・使用期間：３年以内（１年を単位に最長２年延長可）  
・使用料  
（１）事務室１０１～１０６号室：５，０００円／月（使用電気料を含まない。） 
（２）事務室１０７号室：１８，０００円（使用電気料を含む。）  

※現在の入居状況 

部屋  

番号  

業種  

事業内容  

使用許可  

年月日  
期限  

１０１号  （空）     

１０２号  
卸売業 

・幼稚園等への教材販売 
H28.8.1  H31.7.31 

１０３号  （空）     

１０４号  （空）     

１０５号  （空）     

１０６号  電気・給排水設備工事 H28.10.1 H31.9.30 

１０７号  （空）     

 
■創業支援セミナー開催事業〈平成 28年度から〉 

創業間もない方や創業を予定している方、家業を継ぐ方などを対象に、創業時に必

要な、経営や財務などの知識を習得してもらうセミナーを開催  
・テーマ：「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」  
・実施回数：年２回（１回２日間）  
 

【受講状況】  
 

 

  

年度 回 人数 備考 

H28 
１  11 人  商工会議所  
２  9 人  阿哲商工会  

H29 
１  10 人  

新見市  
２  3 人  
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企業誘致関連  

新見市企業立地促進奨励金等の優遇措置をＰＲし工場立地を推進、既に操業している

企業に対し、懇談会の開催を通じて雇用の確保、人材の育成、水源の確保などの企業要

望にきめ細かに対応し、支援  
市内に点在する工業適地については、企業の要請を受け団地造成インフラ整備を実施  
 

誘致企業（H30.4） 

名称  操業  従業員  
矢崎部品㈱新見工場  昭和４８年６月  ５６０  
佐藤産業㈱新見工場  昭和５３年１月  ３１  
㈱ウェルファムフーズ岡山事業所  昭和５８年１月  ２０１  
ラシェル製薬  昭和５９年６月  ６０  
タキロンシーアイ㈱岡山工場  平成１１年９月  ９４  
㈱ニーズエンジニア  平成１５年１１月  ５  
東洋アイテック㈱岡山工場  昭和５８年３月  １１  
松陽産業㈱岡山工場  昭和６０年５月  １１０  
㈱ポリテック  平成２年９月  ３６  
藤森運輸㈱新見営業所  平成２０年８月  １１  
オーティス㈱新見工場  平成２６年１０月  ８  
㈱岡本化学  平成２７年２月  ２０  
ミリオナ化粧品    
アースクリエイト    
本宏製作所    

 
■新見市企業立地促進奨励金 

市内の土地を取得又は賃借し、先端技術工場、一般 製造工場又は研究所等を建設 

（新設又は増設をいう。）し、操業を開始した企業に対し奨励金を交付  
【近年の交付実績】 

交付年度 区分 件数 交付額 新規雇用者数 

平成 27 年度  新設  1 件  10,611 千円  11 人  

平成 29 年度  増設  1 件  13,465 千円  6 人  

平成 30 年度  増設  1 件  95,891 千円  5 人  

 

 

 

 



15 
 

■誘致企業懇談会の開催 

 毎年 1回市内誘致企業の代表者と懇談会を開催し、近況や要望を伺い対応 

 
■晴れの国おかやま企業立地セミナーへの参加 

岡山県が、優れた立地環境や優遇制度に関する情報発信を行い、県内の工業団地、産

業団地等への立地を促進するため、開催している「晴れの国おかやま企業立地セミナー」

へ参加し、情報交換会会場で工業団地のパネルや誘致関係パンフレット等を展示するな

どして、操業環境等のＰＲを実施 

・開催地：東京・大阪・名古屋（各１回／年）  
 
■産業団地候補地調査 

県営新見工業団地の完売に伴い、新たな産業団地の整備に向け、企業ニーズの高い

新見ＩＣ付近を中心に、団地整備に適した土地を調査し、候補地選定を実施 

  ・選定箇所数：３箇所 

・１箇所あたり開発面積：５ｈａ以上１０ｈａ以下程度 
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その他  

 

■産業フェア開催事業 

市内企業等が参加する「産業フェア」を開催し、市内企業の紹介、商品等の展示販

売、住宅展示、就職相談等を行うことにより、地場産業のＰＲ及び地元就職者の拡大

を図る。  
  ・名称：「わくわく産業ランド２０１７ｉｎにいみ」  
  ・日時：平成 29 年 11 月 18 日（土）〈前回開催時期：平成 18 年〉  
  ・出展事業者・団体：４７団体  
※来場者数：2,500 人  

 


