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支援制度紹介パンフレット



新着情報☑をご確認ください。
新型コロナウイルス関連
　☑新型コロナウイルスにより影響を受ける中小企業等への支援
　☑緊急事態宣言に伴うイベント関連の対応措置
　☑中小企業等事業再構築補助金
　☑円滑な事業承継・引継ぎ支援、M&Aについて

補助金 中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

　　[R2補正]ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 ・・・・1 ● ● ●
　　[R元補正]小規模事業者持続化補助金<一般型>・・・・・・・・・・ 2 ●
　☑[R2補正]サービス等生産性向上IT導入支援事業・・・・・・・・・・ 3 ● ● ●
　☑[R2補正]Go To 商店街事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ● ●
　☑[R2補正]Go To イベント事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ● ●
　☑[R2]キャッシュレス決済端末導入支援事業（マイナポイント） 6 ● ●
　☑[R2]省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
　　（省エネルギー設備への入替支援）・・・・・・・・・・・・・・

7 ● ● ● ●

　※その他補助金は「支援施策一覧」をご参照ください。

税制
　　事業継続力強化計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 ● ● ●
　　経営力向上計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 ● ●
　☑先端設備等導入計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 ● ●
　☑設備投資に係る主な優遇税制一覧・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 ● ●

相談
　　よろず支援拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 ● ● ●
　　事業引継ぎ支援センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 ● ● ●
　　知財総合支援窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 ● ● ● ● ●

付録
　☑業種別支援施策一覧（補助金、相談等）・・・・・・・・・・・・・ 16
　　中国経済産業局イベント・セミナー・説明会一覧・・・・・・・・・ 22
　　縁（ゆかり）パートナー制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
　　地域経済分析システム（RESAS）・・・・・・・・・・・・・・・・24
　　中国経済産業局組織図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
　　支援機関一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
　　「中国地域の魅力」紹介パンフレット・・・・・・・・・・・・・・ 28

地域の事業者のみなさまへ
本パンフレットでは、中国経済産業局の支援施策の中でも中小企業・小規模事業者のみなさまに幅広くご活用いただ
けるものを中心にご紹介しております。わかりやすい制度説明や利用にあたってのワンポイントアドバイス等を掲載
しておりますので、是非ご活用ください。また、ご不明点・ご相談等ございましたら各支援制度の担当窓口へお気軽
にご相談ください。

目　 次

対象者

令和２年７月豪雨関連
被災中小企業等支援策ガイドブック

詳細はこちら



★新型コロナウイルスにより影響を受ける方々への支援







ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための

企業の思い切った事業再構築を支援
（中小企業等事業再構築促進事業）

事業の再構築に挑戦する皆様へ

１．申請前の直近６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前の同３か月
の合計売上高と比較して10％以上減少している中小企業等。

２．事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に
取り組む中小企業等。

３．補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加、
又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加の達成。

令和２年度３次補正予算 【３月に公募開始予定】
※今後、事業内容が変更される場合があります。３月に発表される予定の公募要領をご確認ください。

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規
模の拡大等を目指す、以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援します！

✔ 通常枠 補助額 100万円～6,000万円 補助率 ２／３
✔ 卒業枠* 補助額 6,000万円超～１億円 補助率 ２／３

*卒業枠については、400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開の
いずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。

✔ 通常枠 補助額 100万円～8,000万円
補助率 1／2 (4,000万円超は１／３)

✔ グローバルＶ字回復枠** 補助額 8,000万円超～１億円 補助率 １／２
**グローバルV字回復枠については、100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。

①直前6か月間のうち任意の３か月の合計売上高がコロナ以前の同３か月の合計売上高と比較して、
15％以上減少している中堅企業。

②補助事業終了後３～５年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を
達成すること。

③グローバル展開を果たす事業であること。

対象

中小企業

中堅企業



中小企業等事業再構築促進事業の活用イメージ

建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費（加工、設計等）、
研修費（教育訓練費等）、技術導入費（知的財産権導入に係る経費）、
広告宣伝費・販売促進費（広告作成、媒体掲載、展示会出展等）等
【注】 補助対象企業の従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外です。

※公募開始は３月となる見込みです。
※jGrants（電子申請システム）での申請受付を予定しています。GビズIDプライムの発行
に２～３週間要する場合がありますので、補助金の申請をお考えの方は事前のID取得をお
勧めします。➡ https://www.jgrants-portal.go.jp/
※認定経営革新等支援機関は、中企庁HPに記載の「経営革新等支援機関認定一覧」を
ご覧ください。➡ https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm

担当課 中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課
０３-３５０１-１８１６

詳細はこちら
（経済産業省HP）

喫茶店経営
➡飲食スペースを縮小し、新
たにコーヒー豆や焼き菓子の
テイクアウト販売を実施。

飲食業
居酒屋経営

➡オンライン専用の注文
サービスを新たに開始し、宅
配や持ち帰りの需要に対応。

飲食業
レストラン経営

➡店舗の一部を改修し、新
たにドライブイン形式での食
事のテイクアウト販売を実施。

飲食業

弁当販売
➡新規に高齢者向けの食
事宅配事業を開始。地域の
高齢化へのニーズに対応。

飲食業
衣服販売業

➡衣料品のネット販売やサ
ブスクリプション形式のサー
ビス事業に業態を転換。

小売業
ガソリン販売

➡新規にフィットネスジムの
運営を開始。地域の健康増
進ニーズに対応。

小売業

ヨガ教室
➡室内での密を回避するた
め、新たにオンライン形式で
のヨガ教室の運営を開始。

サービス業
高齢者向けデイサービス
➡一部事業を他社に譲渡。
病院向けの給食、事務等の
受託サービスを新規に開始。

サービス業
半導体製造装置部品製造
➡半導体製造装置の技術
を応用した洋上風力設備の
部品製造を新たに開始。

製造業

タクシー事業
➡新たに一般貨物自動車運
送事業の許可を取得し、食
料等の宅配サービスを開始。

運輸業
航空機部品製造

➡ロボット関連部品・医療機
器部品製造の事業を新規に
立上げ。

製造業
伝統工芸品製造

➡百貨店などでの売上が激
減。ECサイト（オンライン
上）での販売を開始。

製造業

和菓子製造・販売
➡和菓子の製造過程で生成
される成分を活用し、新たに
化粧品の製造・販売を開始。

食品製造業
土木造成・造園

➡自社所有の土地を活用し
てオートキャンプ場を整備し、
観光事業に新規参入。

建設業
画像処理サービス

➡映像編集向けの画像処理
技術を活用し、新たに医療
向けの診断サービスを開始。

情報処理業

補助対象経費の例

https://www.jgrants-portal.go.jp/
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm


新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても、地域の貴重な経営資源を守り抜くべく

円滑な事業承継・引継ぎ
を後押しします

経営資源を次世代に引き継ぎたい皆様
・規模拡大等により成長を目指す皆様へ

令和２年度３次補正予算案・令和３年度税制改正において措置予定
（上記予算案・税制改正の成立を前提としており、今後内容が変更等される場合があります。）

 経営資源集約化税制【新設】
①M&A実施後のリスクに備える準備金
②設備投資減税、③雇用確保を促す税制

の３つの措置をセットで適用し、経営資源の集約化を推進します。

詳細は裏面をチェック✔

 事業承継・引継ぎ補助金
M&A時の士業専門家の活用費用（仲介手数料、デューデリジェンス費用等）、
事業承継後の新たな取組（設備投資や販路開拓等）や廃業に係る費用等

を補助します。

 事業引継ぎ支援センター事業
全47都道府県に設置された事業引継ぎ支援センターにおいて、

事業者のニーズに対して適切な相談対応やマッチング支援を行います。

現在、こちらの施策をご活用いただけます！
 中小M&Aガイドライン
（①M&Aの基本的な事項、②適切なM&Aのための行動指針を提示するもの）
 事業承継税制
（贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度）



経営資源
集約化
税制

事業承継
・引継ぎ
補助金

事業引継ぎ
支援センター
事業

全国47都道府県の事業引継ぎ支援センターで事業引継ぎを支援
＜支援内容＞
① 事業引継ぎに関する経営上の課題抽出と解決に向けたサポート、情報提供
② 後継者不在企業と引継ぎ希望企業／創業希望者とのマッチング支援
③ 事業引継ぎを行う金融機関、仲介業者等の登録機関への紹介
④ 専門家派遣による利用企業へ寄り添った最適な支援

お問合せ先 中小企業庁 事業環境部 財務課
０３-３５０１-５８０３

M&A時の専門家活用を支援 【専門家活用型】
＜補助対象経費＞専門家の仲介手数料、デューデリジェンス費用、企業概要書作成費用等

（廃業費用として）廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費等
• 経営資源の譲渡しを検討している方／着手している方

補助率： ２／３ 補助上限額：400万円 廃業費用：200万円
• 経営資源の譲受けを検討している方／着手している方

補助率： ２／３ 補助上限額：400万円 廃業費用：－

事業承継・引継ぎ後の新たな取組の支援
＜補助対象経費＞事業承継・引継ぎ後の設備投資、販路開拓費用等

（廃業費用として）廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費等
• 他社の経営資源を引き継いで創業した方 【創業支援型】

補助率：２／３ 補助上限額：400万円 廃業費用：200万円
• 親族内承継等で経営者交代をされた方 【経営者交代型】

補助率：２／３ 補助上限額：400万円 廃業費用：200万円
• M&Aにより経営資源を引き継いだ方 【M&A型】

補助率：２／３ 補助上限額：800万円 廃業費用：200万円

生産性向上等を目指す計画に基づくM&Aを実施した場合、
以下の3つの措置をセットで適用し、経営資源の集約化を推進

投資額の10％を税額控除又は全額即時償却。
※資本金3,000万円超の中小企業者等の税額控除率は７％

②M&Aの効果を高める設備投資減税

M&Aに伴って行われる労働移転等によって、給与等
支給額を対前年比で2.5％以上引き上げた場合、
給与等支給額の増加額の25％を税額控除。

（1.5%以上の引上げは15%の税額控除）

③雇用確保を促す税制

M&A実施後に発生し得るリスク（簿外債務等）に備えるため、据置期間付（５年間）の準備金を措置。
M&A実施時に、投資額の70%以下の金額を損金算入。

①準備金の積立（リスクの軽減）

リスク軽減

設備投資

雇用確保

M&Aコスト低減

設備投資等

廃業支援

＜参考＞既存の主な関連施策
 中小M&Aガイドライン（詳細は右のQRコードよりご確認下さい）

①M&Aの基本的な事項、
②適切なM&Aのための行動指針（例．利益相反になり得る仲介において、
譲渡側・譲受側の双方から手数料を徴収している等の不利益情報の開示など）等を提示するもの。

 事業承継税制（法人版、個人版）
• 贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度。
• 適用要件の特例承継計画の提出期限は、法人版が2023年３月31日、個人版が2024年３月31日。

相談・ﾏｯﾁﾝｸﾞ



「中小M&Aガイドライン」
をご活用ください

経営資源を次世代に引き継ぎたい皆様へ
経営資源の引継ぎを支援される皆様へ

※令和2年3月31日、経済産業省より公表

 M&Aには早期判断が重要です
早い時期にM&Aの実施を決断した方が、

売り手・買い手のマッチングの時間を確保でき、
手元に残る譲渡代金も多くなる可能性があります。

 身近な支援機関に相談しましょう
M&Aに当たっては、様々なポイントの検討が必要です。

また、専門的な情報や経験がないと判断を誤るおそれもあります。
まずは身近な支援機関に相談しましょう。

 M&Aは事前準備が大切です
引退後のビジョンや希望条件を考えておきましょう。

何を譲れるのか、何を譲れないのか、固めておきましょう。
株式や事業用資産の整理も可能な限り進めていきましょう。

裏面もチェック✔

＜相談窓口＞
事業引継ぎ 日本弁護士
支援センター 連合会
（M&A全般） （法的助言）



お問合せ先 中小企業庁 事業環境部 財務課
03-3501-5803

（注）仲介者の場合、構造的に譲り渡し側・譲り受け側の双方の間で、利益相反のおそれ
が生じますので、特に上記②についてはご注意ください。

チェック事項
① M&Aについて希望する条件を業者に明確に伝えましたか。

②
譲り渡し側・譲り受け側の双方から受任する場合（仲介者）と、片方のみから受
任する場合の違いを理解しましたか。依頼する業者がどちらか確認しましたか。
※仲介者の場合、通常は双方に手数料を請求します。

③ 依頼するのは、具体的にはどのような業務ですか。
④ 手数料はどのように算定し、いつ支払いますか。最低手数料はありますか。
⑤ 秘密保持の条項はありますか。他の専門家などへの情報共有は可能ですか。
⑥ 他業者への依頼を禁じる条項がありますか。セカンド・オピニオンは可能ですか。
⑦ 中途解約は可能ですか。契約期間や⑥の条項の有効期間は確認しましたか。

⑧ 業者との契約終了後、一定期間内にM&Aを行った場合にも手数料が生じるとする
条項はありますか。その期間や、対象となるM&Aは確認しましたか。

（１）マッチングなどを依頼する際

（２）M&Aプラットフォームを利用する際
チェック事項

① 自社の情報をどの程度まで開示するかを慎重に検討しましたか。
② それぞれの特徴を踏まえ、どのプラットフォームを使うべきか検討しましたか。

【手数料の種類と発生するタイミング】
①着手金 ：主に契約締結時
②月額報酬 ：主に月ごとに定期的・定額
③中間金 ：基本合意締結時など案件完了前
④成功報酬 ：案件完了時。一般的に算出には

右の図（レーマン方式）を用います。

中小M&Aガイドライン【ガイドラインを読む前に！】
中小M&Aハンドブック

（注）プラットフォームについては、売り手には一切の手数料が発生しないケースが多いです。



ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

中小企業・小規模事業者等が経営革新のための設備投資などに使える補助
金で、経費の１／２～２／３を最大１，０００万円まで補助します。

事業者名：株式会社川口精工（鳥取県岩美郡岩美町）

CNC三次元座標測定機

事業内容
当社は、各種精密機械部品の製作・加工を行っており、多品種小ロット
から量産品まで対応可能。これまで最終検査工程では、約10分かけて手
作業で寸法・穴径、精度を測定していたが、測定時間の短縮と精度向上
による生産性向上を目的に高精度の自動三次元測定装置を補助金で導入。
結果、製品精度の向上とリードタイムの短縮に加え、信頼性確保により
更なる高精度製品への対応が可能となった。

中小企業 ●
小規模 ●
支援機関
自治体
その他 ●

【ものづくり補助金総合サイト】
http://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html

（制度詳細は下記へお問い合わせ下さい。）
【ものづくり補助金サポートセンター】

TEL:050-8880-4053
受付時間：10-12時、13-17時（土日祝日を除く）

事業類型 補助上限額 補助率

一般型 1,000万円 中小企業 1／2
小規模企業者・小規模事業者 2／3

グローバル展開型 3,000万円 中小企業 1／2
小規模企業者・小規模事業者 2／3

ビジネスモデル構築型 1億円 定額（１次公募）

◆申請の要件：

①給与支給総額を年率平均１．５％ (※１)以上増加
②事業場内最低賃金を地域別最低賃金＋３０円以上の水準にする
③事業者全体の付加価値額(※２)を年率平均３％以上増加

(※２)営業利益＋人件費＋減価償却費
（※１）被用者保険の適用拡大に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均１％以上増加

・一般型・グローバル展開型は、通年で公募。
・申請等の手続きは全て電子化（補助金の申請にはＧビズＩＤプライムアカウントが必要
です）。

◆ポイント：

補助金R２補正

公募中

設備投資や試作開発を行いたい

概要

公募
期間

活用
事例

お問合せ先：産業技術連携課 (082-224-5680)

補
助
金
事
務
局

中
小
企
業
・

小
規
模
事
業
者
等

支
援

（一般型５次締切分、グローバル展開型）
令和2年12月8日(金)17時～令和3年2月19日(金)17時（公募中）

※一般型とグローバル展開型は同じスケジュールで、５次締切後も申請受付を継続し、令和３年度内にも、複数回の締切を設
け、それまでに申請のあった分を審査し、随時、採択発表を行います。

※「ビジネスモデル構築型」については、２次公募を予定しています。

以下の要件をすべて満たす３～５年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。

新たな生産ラインを導入したい！
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商工会・商工会議所の助言や指導等を受けて作成した経営計画に基づいて行う販
路開拓等の取り組みに係る費用の一部を補助します。

（※１）創業支援事業を受けた事業者は上限100万円に引き上げ
（※２）複数事業者の共同申請は上限1,500万円（事業者数×150万円）に引き上げ
（※３）一般型とあわせて申請可能。感染拡大予防の取り組みに関して定額補助（10/10）
（※４）クラスター対策が特に必要と考えられる特例事業者（屋内運動施設、ライブハウス、

バー等）が対象。上乗せの50万円は一般型か事業再開枠に配分可能。

事業者名：田中商店（広島県福山市）
【事業内容】
店内空間を活用し高級感ある陳列棚を導入する
ことで、国産ワインと県内産日本酒の販売によ
る客単価と回遊性を高めた。保存機能も向上し
たことでワインの品質維持も図られた。

【事業者の声】
商工会経営指導員とともに経営計画を作成する
ことで、補助金による既存店舗の改装後には、
飲食店の新規開業につながっており、更なる事
業発展のきっかけとなっている。

中小企業
小規模 ●

支援機関
自治体
その他

次回の募集（第５次募集）は、令和３年６月に締切を設け、それまでに申請の
あったものを審査し、採択発表を行う予定です。
※予定は変更となる場合があります。

採択事業者の97.5％が客数増加、96.0％が売上増加を実感。
※いずれも増加見込みを含む
※平成26年度補正予算事業採択事業者へのアンケート結果により集計

改 装 後

一般型 事業再開枠(※３)

補助額（上限） ５０万円(※１)(※２) ５０万円

補助率 ２／３ 定額

【商工会議所エリアの方はコチラ】
【商工会エリアの方はコチラ】

https://r1.jizokukahojokin.info/
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

全
国
商
工
会
連
合
会

日
本
商
工
会
議
所

特例事業者(※４)

＋５０万円

２／３又は定額

商工会議所 商工会

お問合せ先：中小企業課 (082-224-5661)

小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

補助金R元補正

公募中

販路開拓を行いたい

小
規
模
事
業
者

②支援

支援
概要

公募
期間

活用
事例

成果

商

工

会

商
工
会
議
所

①経営計画
策定

【補助対象の一例】

ホームページ
の作成・改良

チラシの作成
広告掲載

店舗の改装

改 装 前
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公募予告

・バックオフィス業務の効率化やデータを活用した顧客獲得など、
生産性向上やコロナ対策に繋がるITツールの導入を支援します。

※飲食、宿泊、小売･卸、運輸、医療、介護等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象。

全ての販売情報を一覧で確認。

中小企業 ●

小規模 ●

支援機関 ●

自治体
その他

事業者名：有限会社まるみ麹本店（岡山県総社市）

事業内容
・クラウド型の販売管理システムを導入。ネット販売・電子メール・電話等での
販売管理データのクラウド一元管理と注文受付時の製造指示書の自動作成を実現。

導入による効果
・販売管理データのクラウド管理により、平成30年7月豪雨被災時の早期復旧を
実現。

・製造指示書の自動作成により、生産性の向上を実現。
活用者の声（代表取締役 山辺啓三）
・平成30年7月豪雨時の河川氾濫による浸水で、社内サーバーも故障しましたが、
クラウド管理により、顧客データを早期に復旧させることができ、被災からわ
ずか１０日後に営業を再開させることができました。

IT導入補助金2020事務局(公募終了)：https://www.it-hojo.jp/
公募予告チラシ：https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0103.pdf

～旧「特別枠」が「低感染リスク型ビジネス枠」に改編予定～
✔以下の２類型で構成され、補助率は２／３に統一されます。
✔「低感染リスク型ビジネス類型」は販売管理・労務など複数の業務プロセス
を「非対面化し一層の生産性向上を図るITツールの導入」を支援。

✔「テレワーク対応類型」は生産性向上のための「テレワーク環境の整備」に
寄与する「クラウド型のITツールの導入」を支援。

事業類型
通常枠 低感染リスク型ビジネス枠

Ａ類型 B類型 C類型
(低感染リスク型ビジネス類型)

D類型
(テレワーク対応類型)

下限額 30万円以上 150万円以上 30万円以上 30万円以上
上限額 150万円未満 450万円以下 450万円以下 150万円以下
補助率 １／２以内 ２／３以内
補助対象
経費

ソフトウェア､クラウド利用費､専門家経費等 ソフトウェア､クラウド利用費､専門家経費等
※PC･タブレット等のレンタル費用含む

＜最新情報＞
先日1/28に成立した、令和２年度
第３次補正予算に｢IT導入補助金｣
が盛り込まれました。

※事業計画期間において「給与支給総額が年率平均1.5％以上向上」「事業場内最低賃金が地域別
最低賃金＋30円以上」を満たすこと等を加点要件（一部事業者等については必須要件）とします。

【「IT導入補助金2020」は、通常枠・特別枠ともに受付を締め切りました。】
･次年度公募スケジュールは、後日中小機構、補助金事務局等のHPで公表予定。
（※今後の制度設計により、下記制度概要は変更となる場合があります。）

お問合せ先：流通・サービス産業課 (082-224-5655)

サービス等生産性向上IT導入支援事業
「IT導入補助金」

補助金R２補正 IT導入で業務効率化･コロナ対策をしたい

Ｉ
Ｔ
導
入

補
助
金
事
務
局

中
小
企
業
・

小
規
模
事
業
者
等

支援

支援
概要

公募
期間

参考
情報

活用
事例
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国
（
事
務
局
）

商
店
街
組
織
等

上限額

中小企業 ●
小規模 ●
支援機関
自治体
その他

経費負担商店街などでイベント等を実施したい

お問合せ先：流通・サービス産業課 (082-224-5655)

R２補正

中
小
事
業
者

公募終了

実施
商店街
の募集

Ｇｏ Ｔｏ 商店街事業

https://gotoentry.meti.go.jp/

・3密対策などの感染拡大防止対策を徹底しつつ、商店街がイベント等を実施する
ことで地域の活気を取り戻し、商店街の活性化につなげることを目的とします。

・１事業あたりの申請上限額（内訳１＋２）は１，４００万円
（内訳１）３００万円×商店街数
（内訳２）＋５００万円（※2者以上で連携し事業実施する場合のみ）

制度
概要

（先行募集:10/19～11/30開始分）
・募集期間 10/2～10/30〆（公募終了）

（通常募集:12/1以降開始分）
・募集期間 10/30～12/24〆（公募終了）

・主な対象経費、対象外経費のイメージは以下のとおり。

感染症
対策

・イベント実施商店街等に以下の感染防止対策を義務付け
①基本的対処方針等の遵守
②商店街・業種別ガイドライン等の徹底
③参加者へのチラシやポスター掲示等による周知徹底

対象
経費

参加･利用費用精算

先日1/28に成立した令和２年度第３次補正予算に｢GoTo商店街事業(30 億円)｣ が計上されました。
今後の詳細については（感染状況も踏まえつつ）後日中小企業庁から公表される予定です。
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中小企業 ●

小規模 ●

支援機関
自治体
その他

https://gotoevent.go.jp/

・3密リスクを回避して実施する文化芸術・スポーツなど、イベントチケットの
割引やクーポンを付与（チケット価格の２割:上限2,000円）することにより、
感染拡大な甚大な影響を受けたイベント需要喚起を図ることを目的とします。

（割引購入）チケットを２割引で購入（割引２割＋消費者負担８割）
（クーポン）購入価格の２割相当分のクーポンを取得

（当日の物販購入、次回チケット購入等に利用できる）

【キャンペーン期間】 10/29～2/28
※オンライン開催イベントの対象期間が延長されました。
（集客を伴うイベントの取扱いは引き続き検討中。）

【対象経費】 事務経費（システム改修費、報告業務人件費）
※前払式支払いも可能

【感染対策】
・販売時の感染対策への協力依頼通知（感染予防、入場時確認等）
・県からイベント開催自粛要請等が発出された場合の対応
・イベント開催後に必要となる対応、不正取引(転売)防止策 等

【公募期間】（①は販売受託事業者、販売事業者兼主催者向け）
①チケット販売事業者等 10/19～12/25 （公募終了）（面談審査あり）
②主催者（イベント登録）10/26～2/28（※公募延長されました）

お問合せ先：流通・サービス産業課 (082-224-5655)

給付金R２補正

公募終了

チケット割引販売等の補助で集客力を高めたい

Ｇｏ Ｔｏ イベント事業

国
（
事
務
局
）

対
象
チ
ケ
ッ
ト

販
売
事
業
者
等

消
費
者

チケット購入

便益相当
額の給付

イ
ベ
ン
ト割引又は

クーポン
参加

便益相当額の精算

制度
目的

公募
期間

留意
事項

対象
例

対象
期間

チケット
給付

5

https://gotoevent.go.jp/


中小企業 ●

小規模 ●

支援機関
自治体
その他

https://tanmatsu-hojo.jp/

・マイナンバーカードを取得しマイキーIDを設定してマイナポイントを申し込
んだ者が、クレジットカード､電子マネー､QRコード決済等に一定金額を前払
等した場合にポイント等（チャージ額の25%､上限5,000円分）を付与する
「マイナポイント事業」を総務省事業として昨年９月～本年３月まで実施中。

・上記事業実施に伴い、経済産業省の補助により、昨年６月～本年３月の間、
キャッシュレス決済事業者は、中小・小規模加盟店がキャッシュレス決済を
行うために必要な決済端末本体等の導入を無償で行う。
（決済事業者は端末操作に関する加盟店への説明・フォローアップを行う）

・マイナポイントは、マイナンバーカードに貯めるものではありません。
・消費者が本事業に参加することでマイナンバーが総務省や民間決済事業者等
に知られることはありません。（マイナポイント事業HPより引用）

・マイナンバーカードを取得した方は、各自のスマートフォン等で予約のうえ、
マイナポイントをもらう決済サービスを１つ選択することになります。

お問合せ先：流通・サービス産業課 (082-224-5655)

マイナポイント事業実施に伴う
キャッシュレス決済端末導入支援事業

補助金R２

公募中

キャッシュレス決済端末を導入したい

国
（
事
務
局
）

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

決
済
事
業
者

中
小
事
業
者

無償貸出補助

マイナ
ポイント
事業

端末
導入
支援
期間

支援
概要

参考
情報

キャッシュ
レス決済
の一例
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中小企業 ●

小規模 ●

支援機関
自治体 ●

その他 ●

・一次公募：令和2年5月20日（水）～6月30日（火）17:00必着（公募終了）
・国庫債務負担行為分（年度またぎ事業）二次公募：

令和2年9月30日（水）～11月4日（水）17:00必着（公募終了）

・新規採択件数 令和２年度
①工場・事業場単位：３６０件（申請４４６件）
②設備単位 ：１，０３５件（申請１，３４６件）

事業者名：気高電機株式会社（鳥取県鳥取市）

高効率全電動射出成形機

（担当者の声）
省エネ補助金を活用することにより、旧式で効率の悪かった油圧式射出
成形機を入れ替え、全電動式射出成形機へと更新することができ、省エ
ネと生産効率の向上の相乗効果で６０％の節電が実現出来た。大型消費
電力機器だったので工場全体の節電への寄与は大きかった。

【（一社）環境共創イニシアチブ】
https://sii.or.jp/cutback02/

お問合せ先：エネルギー対策課 (082-224-5741)

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
（エネルギー使用合理化等事業者支援事業）

補助金R２

公募終了

省エネ設備に更新したい

（
一
社
）
環
境

共
創
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ

中
小
企
業
・

小
規
模
事
業
者
、

大
企
業
等

支援

支援
概要

公募
期間

参考
情報

活用
事例

・工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等と
いった、みなさまの省エネルギー対策を支援します。

（※詳細は、上記URLまたはQRコードからご確認ください。）

先進事業 オーダーメイド型
事業

指定設備
導入事業

エネマネ事業

補
助
率

大企業等 １／２以内 １／３以内（※１） ー １／３以内

中小企業等 ２／３以内 １／２以内（※１） 定額補助
（※２）

１／２以内

＜令和３年度補助事業の概要（予定）＞※予定は変更となる場合があります。

（※１）投資回収年数が５年以上、７年未満の省エネ投資事業は大企業等１／４以内、
中小企業等１／３以内

（※２）設備種・スペック等ごとに算出・設定
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中小企業が行う防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定
する制度です。認定を受けた中小企業は税制優遇や補助金の加点などの支
援策が活用いただけます。

中小企業 ●

小規模 ●

支援機関

自治体

その他

申請は随時受付。
制度の詳細は下記のHPへ。
※令和2年12月28日から、事業継続力強化計画の申請は押印が不要となりました。

事業継続力強化計画
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm

・対象の防災・減災設備を取得した場合、取得価額の20%を特別償却。
・経済産業省が用意するものづくり補助金等の一部の補助金において、
優先的に採択。

・右記の経済産業省公認の認定ロゴマークの使用が可能。
・日本政策金融公庫による低利融資を利用可能。
・普通保険、無担保保険等の限度額が別枠化されるととも
に、海外投資関係保険や新事業開拓保険の限度額が拡大。

本計画の認定に記載が必要な事項は以下になります。

・ハザードマップ等を活用した自然災害等リスクの確認結果
・安否確認や避難の実施方法など、発災時の初動対応手順
・人員確保、建物・設備の保護、資金繰り対策、情報保護に向けた具体
的な事前対策

・訓練の実施や計画の見直しなど、事業継続力強化の実効性確保の取組

そのほか、事業の継続力を強化していくうえで、必須となる事項について
記載が必要です。

事業継続力強化計画
税制防災・減災に取り組みたい

お問合せ先：中小企業課 (082-224-5661)

事
業
継
続
力
強
化

計
画
の
策
定

中
小
企
業
・

小
規
模
事
業
者
等

申請

経
済
産
業
大
臣

事
業
継
続
力
強
化

計
画
の
開
始

認定

支援
概要

公募
期間

窓口
の声

詳細
情報
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・経営力向上計画の認定は小規模・中小企業に加え中堅企業も支援対象
となります。ただし、法人税の軽減措置については、租特税法の中小
企業者（資本金１億円以下）となります。

・機械・装置等を取得後についても経営力向上計画の申請は可能です。
ただし取得日から６０日以内に計画が受理される必要があります。ま
た、即時償却等の経営強化税制の適用を受ける場合設備を取得した年
度（各企業の事業年度）内に認定を受ける必要があります。

中小企業 ●

小規模 ●

支援機関

自治体

その他

・申請は随時受け付け。
・制度の詳細は下記HPへ。
※令和2年10月1日から、申請様式、基本方針、事業分野別指針が変更され
ました。

※令和2年12月28日から、経営力向上計画の申請は押印が不要となりました。

・生産性を高めるための設備を取得した場合、中小企業経営強化税制によ
る即時償却又は税額控除により税制面で支援。

・計画に基づく事業に必要な資金繰りを、融資・信用保証等により支援。
・認定事業者に対する補助金における優先採択。
・他社から事業承継を行った場合、不動産の権利移転に係る登録免許税・
不動産取得税を軽減。

人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等に
より事業者の生産性を向上させるための計画「経営力向上計画」の
認定を受けることで、中小企業経営強化税制による税制面の支援、
融資、信用保証等の各種金融支援措置等が受けられます。

・「経営力向上計画」の認定を行った企業の取組として参考になる事例集を
作成しています。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/180730jirei.pdf

経営力向上計画
税制稼ぐ力を強化したい

お問合せ先：経営支援課 (082-224-5658)

経
営
力
向
上

計
画
の
策
定

中
小
企
業
等

申請

事
業
分
野
別
の

主
務
大
臣

経
営
力
向
上

計
画
の
開
始

認定

支援
概要

活用
事例

窓口
の声

参考
情報

経営サポート「経営強化法による支援」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

詳細
情報

9

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/180730jirei.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html


先端設備等導入計画
税制設備投資を通じて労働生産性の向上を図りたい

お問合せ先：各市町村または中小企業課 (082-224-5661)

経済産業大臣
（導入促進指針の策定）

支援
概要

窓口
の声

参考
情報

詳細
情報

中小企業 ●

小規模 ●

支援機関

自治体

その他

中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため
の計画です。認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用
することができます。

●税制支援
新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が３年間にわたって０

●金融支援
中小企業信用保険法の特例

申請事業者
（先端設備等導入計画）

市町村
（導入促進基本計画の策定）

認定経営革新等支援機関

協議 同意

申請

認定
事前確認（必須）

支援
措置

【ポイント１】
「導入促進基本計画」の同意を受けた市町村において新たに設備を導入する
中小企業・小規模事業者が対象

【ポイント２】
認定経営革新等支援機関の事前確認を受けた計画が対象

【ポイント３】
「先端設備等導入計画」の認定後に先端設備等を取得することが必須

・導入促進基本計画策定市町村（中国地方）：１０２／１０７
・固定資産税の課税標準：１０２市町村全て０

※導入促進基本計画は、市町村によって内容が異なります。
設備導入予定先の市町村の「導入促進基本計画」をご確認下さい。

先端設備等導入計画
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

10

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html


地方税（固定資産税）

課税標準を３年間０～１／２
の間で自治体が定める率に

製造業、建設業、農業、林業、漁業など
の指定事業

卸売業、小売業、情報通信業などの指定事業 市区町村によって異なるので
各市区町村の導入促進基本計画を確認

機械・装置 160万円／一以上 －
全て

160万円／一以上
販売開始10年以内

工具
　　測定工具及び検査工具
　　　　120万円／一以上

－
測定工具及び検査工具

30万円／一以上
販売開始5年以内

器具・備品 －
全て

30万円／一以上

全て
30万円／一以上
販売開始6年以内

建物 － －

120万円／一以上
取得価額の合計額が300万円以上の

先端設備等とともに導入された事業用家
屋

建物附属設備 －
全て

60万円／一以上

全て（※１）
60万円／一以上

販売開始14年以内

構築物 － －
全て

120万円／ー以上
販売開始14年以内

ソフトウェア 70万円／一以上 － －

その他
普通貨物自動車（車両総重量3.5t以上）

内航船舶（所得金額の75％が対象）
－ －

特になし
認定経営革新等支援機関等による経営
の改善に関する指導及び助言を受けた
旨を明らかにする書類（※２）

生産性向上特別措置法の認定書（※７）
工業会等の証明書（※４）

令和５年３月末までに対象設備を取得又
制作すること。

先端設備等導入計画申請先市町村
または

中小企業課（082-224-5661）

※１　償却資産として課税されるものに限る

※２　認定経営革新等支援機関等の名称、所在地、指導・助言を受けた日付、指導・助言の内容、指導・助言を踏まえて取得した対象設備の明細等

※３　中小企業等経営強化法第１３条第１項の規定に基づく、経営力向上計画に係る主務大臣の認定書

※４　工業会等の証明：①一定期間内に販売されたモデル（中古除く）、②経営力向上指標、または生産性向上指標が旧モデルと比較して年平均１％以上向上している設

※５　年平均の投資利益率が５％以上となることが見込まれることについて、経済産業大臣（経済産業局）が確認した書類。税理士等の事前確認書が必要。

※６　遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備として、経済産業大臣（経済産業局）が確認した書類。認定経営革新等支援機関の事前確認書が必要

※７　生産性向上特別措置法第４０条第１項の規定に基づく、先端設備等導入計画に係る市町村の認定書

※８　①地域の特性を活用してること、②高い付加価値を創出すること、③地域の事業者に対する相当の経済効果を及ぼすこと　を満たした場合の県からの承認書

※９　①先進性を有すること、②対象事業の売上高伸び率≧過去5事業年度の対象事業に係る市場規模の伸び率＋5％ かつ対象事業の売上高伸び率がゼロを上回るこ

設備投資に係る主な優遇税制（対象設備、内容等）

中小企業投資促進税制 商業・サービス業・農林水産業活性化税制

その他

対象業種

税制の利用対象者

対象設備

必要書類等

生産性向上特別措置法に基づく
固定資産税の特例

資本金もしくは出資金の額が１億円以下の法人
資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数１０００人以下の法人

常時使用する従業員数が１０００人以下の個人等

30%特別償却、または 7%税額控除
（税額控除は資本金3,000万円以下の法人、個人事業主のみ）

お問合せ先

税目

措置内容

令和３年３月末までに対象設備を取得して指定事業の用に供すること。

中小企業税制サポートセンター（03-6281-9821）
または

中小企業課（082-224-5661）

国税（法人税、または所得税）
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中小企業経営強化税制 中小企業経営強化税制 中小企業経営強化税制

Ａ類型（生産性向上） Ｂ類型（収益力強化） C類型（デジタル化設備）

国税（法人税、または所得税）

特別償却（機械装置、器具備品：40%（上乗せ

要件を満たす場合は50%）、 建物・附属設備・構
築物：20%)または税額控除（機械装置、器具
備品：4%（上乗せ要件を満たす場合は5%）、 建物・

附属設備・構築物：2%)

制限なし

制限なし
※ただし、地域経済牽引事業計画の承認に
あたり、各基本計画の「地域の特性及びその

活用戦略」に沿った事業であることが必要

全て
160万円／一以上
販売開始10年以内

・総投資額2000万円以上
・前年度の減価償却費の10%を超える投資額
・直近事業年度の付加価値額増加率が8%以
上(上乗せ要件）

測定工具及び検査工具
30万円／一以上
販売開始5年以内

－

全て
30万円／一以上
販売開始6年以内

－

全て
60万円／一以上

販売開始14年以内

－

情報収集機能及び分析・指示機能を有
する

70万円／一以上
販売開始5年以内

－

－ －

経営強化法の認定書（※３）
工業会等の証明書（※４）

経営強化法の認定書（※３）
経済産業局の確認書（※５）

（税理士等の事前確認書が必要。）

経営強化法の認定書（※３）
経済産業局の確認書（※６）

（認定経営革新等支援機関の事前確認書が必要。）

地域経済牽引事業計画の承認書（※８）
課税の特例措置に係る確認書（※９）

令和３年３月末まで。 令和３年３月末まで。 令和３年３月末まで。 令和３年３月末まで。

経営支援課（082-224-5658） 経営支援課（082-224-5658） 経営支援課（082-224-5658） 地域企業支援室（082-224-5734）

　 設備のいずれにも該当する旨を、業界団体が証明した書類

　 要。

　  ことなどの要件を主務大臣が確認したもの

地域未来投資促進税制

機械・装置欄に同じ

全て
160万円／一以上

全て
70万円／一以上

－

全て
30万円／一以上

全て
30万円／一以上

－

全て
60万円／一以上

－

資本金１億円以下の法人
または従業員数１０００名以下の法人

または従業員数１０００名以下の個人等
平成３１年４月１日以後に開始する年度より、前３事業年度の平均所得金額が年１５億円を超える法人は対象外。

即時償却、または 7%税額控除
（個人事業主・資本金3,000万円以下の場合10%）

中小企業投資促進税制、及び商業・サービス業・農林水産業活性化税制の対象事業

国税（法人税、または所得税）

税制
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売上拡大や経営改善などの様々な経営課題に対応する専門家を各拠点に配
置しており、中小企業・小規模事業者の経営上の悩みに親身に耳を傾け適
切な解決策をご提案します。何度でも無料で相談できます。

【相談内容】
• 岡山県内にてバルブ（安全弁）整備・メンテナンス事業を営む企業。
• 事業承継と繁忙期・閑散期の業務受注が課題。

鳥取：0857-31-6851
島根：0852-60-5103
岡山：086-286-9667
広島：082-240-7706
山口：083-902-5959
※県庁所在地以外でもサテライト拠点を設置
しており、そちらでもご相談が可能です。

中小企業 ●

小規模 ●

支援機関

自治体

その他 ●

相談費用は無料。まずは各県のよろず支援拠点へお電話ください。
相談日等を調整したうえ、ご来訪いただきます。
【受付内容】
・販路拡大、経営改善、現場改善、働き方改革、創業、事業承継など

【相談結果】
• 代表者を中心とした職人集団で技術はあるが、現状は組織として未完成な状態であった。
• 事業承継を見据えて、優れた特殊技術を社内で伝承するために、作業工程を動画で撮影して社内
共有を図るとともに、工程管理、日報提出用としてタスク管理ツールの導入をアドバイス。

• 技術伝承と業務平準化により、売上の２０％向上へとつながった。

導入したタスク管理ツール画面

よろず支援拠点の詳細については、
よろず支援拠点全国本部のホームページをご覧ください。
https://yorozu.smrj.go.jp/

よろず支援拠点
相談様々な経営課題を解決したい

お問合せ先：中小企業課 (082-224-5661)

よ
ろ
ず
支
援
拠
点

中
小
企
業
・

小
規
模
事
業
者
等

相談
（無料）

支援
概要

相談
事例

参考
情報

詳細
情報
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後継者問題を抱える中小企業・小規模事業者の事業引継ぎや事業承継の促進、
円滑化を図るために、課題の解決に向けた適切な助言、情報提供及びマッチ
ング支援等をワンストップで行っています。また、創業希望者と後継者不在
事業主とのマッチングも行っています。

【相談内容】

広島県内の制御盤メーカー。社長は70歳
を目前に控え、社長として体力の限界を
感じていたが、親族や社員の中から後継
者が見つからない。会社を残すため「第
三者承継」を検討したが、相手をどのよ
うに見つければいいのか分からなかった。

【相談結果】

広島県事業引継ぎ支援センター及び広島銀
行の仲介により、事業拡大により人手不足
が常態化していた同業者へ事業を譲り渡す
ことに成功。一時は廃業も視野に入れてい
たが、従業員の雇用、会社の技術を守るこ
とができた。

鳥取県事業引継ぎ支援センター ０８５７－２０－００７２
（（公財）鳥取県産業振興機構）

島根県事業引継ぎ支援センター ０８５２－３３－７５０１
（松江商工会議所）

岡山県事業引継ぎ支援センター ０８６－２８６－９７０８
（（公財）岡山県産業振興財団）

広島県事業引継ぎ支援センター ０８２－５５５－９９９３
（広島商工会議所）

山口県事業引継ぎ支援センター ０８３－９０２－６９７７
（（公財）やまぐち産業振興財団）

中小企業 ●

小規模 ●

支援機関

自治体

その他 ●

相談費用は無料。まずは各県事業引継ぎ支援センター電話番号へお問い合わせ
ください。
なお、管内５県の全てのセンターにて「後継者人材バンク」を開設しています。
「後継者人材バンク」は、後継者不在の個人事業主と、創業希望者をマッチング
し、個人事業主の事業承継をサポートする仕組みです。
創業希望者にとっては、経営資産やノウハウを引き継ぐことで、リスクを抑えて
起業することも可能です。事業意欲のある創業希望者の方は、ご登録ください。

事業引継ポータルサイト
事業引継問題の背景や事業引継ぎ成功例等を掲載しています。
https://shoukei.smrj.go.jp/

事業引継支援センター
相談誰かに引き継ぎたい

お問合せ先：中小企業課 (082-224-5661)
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中小企業等が経営の中で抱えるアイデア段階から事業展開までの知的財産
に関する悩みや相談をワンストップで受け付けます。窓口支援者がヒアリ
ングを通じて、経営課題を把握し、その課題に対応した知的財産活動を無
料でご提案します。

株式会社木原製作所様のケース

【相談内容】
伝統ある葉たばこ乾燥技術を椎茸、さらに
他の食品乾燥へと広げていく中で、顧客は
農業事業者、一般家庭へと多様化。

そのような環境変化をとらえ、社内の技術
力を一層強化し、「研究開発型企業」へと
転身するためのアドバイスを求め、知財総
合支援窓口を訪問。

木原製作所様のご支援を担当しています。
多くの中小企業等の皆様に知的財産についてご相談をいただいてきましたが、
まだまだ、ご存知ない企業も多いようです。
もっと多くの方に知っていただき、窓口での相談対応をはじめ、訪問相談対応
や、弁理士・弁護士等の専門家派遣などご支援できればと願っています。
お気軽にご連絡ください。
（INPIT山口県知財総合支援窓口 小柳 正 アドバイザー）

【相談結果】
平成２８年に施行された「職務発明制度」
を紹介し、社内に導入するための支援を
行った。また、デザイン性に優れる小型業
務用食品乾燥機の開発について、その特許
化、更に技術ブランドとして新たな商標
「DDS」の出願や意匠権（デザイン）の出
願も支援。

これらの支援を通じて社内の知的財産管理
体制の強化、全社的なレベルアップに繋
がった（木原製作所様のコメント）。

相談先：
０５７０－０８２１００
（各県の窓口につながります）

中小企業 ●

小規模 ●

支援機関 ●

自治体 ●

その他 ●

相談費用は無料

受付内容
・開発技術の保護手法を提案
・効果的な権利取得を提案
・知的財産の重要性や知的財産制度の概要説明
・事業化を支援する制度（補助制度等）の説明
・職務発明規程の整備・運用についての説明 など

（事例出典）（独）工業所有権情報・研修館「知財ポータル」（https://chizai-
portal.inpit.go.jp/）

知財総合支援窓口「知財ポータル」
https://chizai-portal.inpit.go.jp/

知財総合支援窓口
（独）工業所有権情報・研修館事業

相談知的財産の相談をしたい

お問合せ先：知的財産室 (082-224-5680)
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支援施策一覧　　　目的別・業種別に補助金や相談制度を掲載しています。

起業・創業 中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
　〈その他〉起業女子応援ナビ＠中国地域ネットワーク ●

　　お問い合わせ先：経営支援課（０８２－２２４－５６５８）

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
　〈その他〉中国地域女性ビジネスプランコンテストＳＯＥＲＵ ●

　　お問い合わせ先：経営支援課（０８２－２２４－５６５８）

新商品・新技術・新サービスの開発 中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
　〈補助金〉戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業） ● ● ●

　　お問合せ先：産業技術連携課（０８２－２２４－５６８０）

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
　〈補助金〉中小企業組合等課題対応支援事業 ● ●

　　お問合せ先：中小企業課(082-224-5661)
　　URL:https://www.chuokai.or.jp/josei/kadai/kadaitaiou-index-v4.html

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
　〈補助金〉商業・サービス競争力強化連携支援事業費補助金
　　　　　　　（新連携支援事業）

● ●

　　お問合せ先：経営支援課（０８２－２２４－５６５８）
　　URL：https://www.chugoku.meti.go.jp/policy/seisaku/p1.html#shinrenkei

経営改善・事業承継 中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
　〈補助金〉事業承継補助金 ● ●

　　お問合せ先：中小企業課(082-224-5661)
　　URL：https://www.shokei-hojo.jp/

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
　〈その他〉プッシュ型事業承継支援高度化事業 ● ●

　　お問合せ先：中小企業課(082-224-5661)
中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

　〈補助金〉経営改善計画策定支援事業 ● ●

　　補助率：２／３
　　補助上限額：２００万円
　　お問合せ先：中小企業課(082-224-5661)

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
　〈補助金〉早期経営改善計画策定支援事業 ● ●

　　補助率：２／３
　　補助上限額：20万円　うちモニタリング費用５万円まで

対象者

　　公募期間：令和2年1月31日（金）～4月24日（月）17時まで（公募終了）
　　補助率：中小企業等　2/3、大学・公設試等　定額
　　補助額：単年度4,500万円以下、2年度合計7,500万円以下、3年度合計9,750万円以下

　　地域の産業・創業支援機関や金融機関、民間事業者等により構成されるネットワークにより、起業を志
　　す女性や創業間もない女性起業家を支援します。

　　ＵＲＬ：http://woman.cnbc.or.jp/

　　独自の審査観点（ワークライフバランス等）を取り入れたコンテストを通じて、ロールモデルとなる女性起業家を発掘
　　します。女性の活躍を応援する多くの地域企業様にサポーターとして参画いただいており、受賞者は様々な支援を
　　受けています。

　　中小企業等が大学・公設試等の研究機関と連携して行う、製品化つながる可能性の高い研究開発、
　　試作品開発等及び販路開拓への取組を支援します。

　　公募期間：第1次募集：令和2年3月2日(月)～令和2年3月31日(火)（公募終了）
　　　　　　　　 第2次募集：令和2年4月1日(水)～令和2年5月29日(金)（公募終了）
　　　　　　　 　第3次募集：令和2年7月20日(月)～令和2年8月31日(月)（公募終了）
　　補助率（6/10以内）
　　補助金額（A型（上限20,000千円）、B型（上限11,588千円）、展示会等出展・開催事業（上限5,000千円））

　　中小企業・小規模事業者が産学官、異分野が連携した新たなサービスモデルの開発を支援します。

　　URL：https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/indus_tech/200131.html

　　公募期間：令和２年４月１０日（金）～6月5日（金）（公募終了）
　　補助率：１／２又は２／３
　　補助上限額：225万円～600万円（事業所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合は450万円～1,200万円）

　　早期・計画的な事業承継準備に対する経営者の「気づき」を促すため事業承継診断を実施し、掘り起こされたニーズ
　　に対してきめ細やかな支援を実施します。

　　事業承継又は事業再編・事業統合をきっかけとした新しい取組（経営革新や事業転換）に必要な経費を支援します。

　　資金繰り管理や採算管理等の早期の経営改善を実施する中小企業・小規模事業者が、外部専門家（認定支援機
　　関）の助けを得て実施する早期経営改善計画の策定を支援します。

　　公募期間：令和2年2月18日（火）～令和2年4月21日(火）　（公募終了）
    補助金額(上限額)：初年度3,000万円
　　※２年度目は、原則として初年度の補助金交付決定額と同額が上限。
    補助率：（一般型）補助対象経費の1／2以内
　　　　　　　（ＩｏＴ、ＡＩ、ブロックチェーン等先端技術活用型）補助対象経費の２／３以内

　　中小企業組合が単独では解決困難なテーマ（新たな活路開拓・付加価値の創造等）について改善・
　　解決を目指すプロジェクトを支援します。

　　財務上の問題を抱えており金融支援を必要とする中小企業・小規模事業者が、外部専門家（認定支援機関）の助け
　　を得て実施する経営改善計画の策定を支援します。
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　　お問合せ先：中小企業課(082-224-5661)
中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

　〈その他〉中小企業再生支援協議会事業 ● ●

　　お問合せ先：中小企業課(082-224-5661)
中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

　〈その他〉ミラサポ無料専門家派遣 ● ● ●

　　お問合せ先：中小企業課(082-224-5661)
　　URL：https://www.mirasapo.jp/specialist/index.html

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
 〈その他〉事業承継トライアル実証事業 ● ●

　公募期間：令和２年４月１日（水）～５月２９日（金）（公募終了）
　お問合せ先：中小企業課(082-224-5661)

知的財産 中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
　〈補助金〉外国出願補助金 ● ●

　　補助率：１／２
　　補助上限額：１企業あたり３００万円
　　　　※特許１５０万円、商標６０万円等、１案件ごとの上限もあり
　　募集時期：随時（詳しくは下記HP参照）
　　お問合せ先：知的財産室(082-224-5680)
　　申請手続：各県中小企業支援センター等もしくは（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）（詳しくは下記HP参照）
　　URL:https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_gaikokusyutugan.html

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
　〈その他〉特許料等減免制度 ● ●

　　お問合せ先：知的財産室(082-224-5680)
　　URL：https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
　〈その他〉もうけの花道（知的財産を学べる動画サイト） ● ● ● ● ●

　　お問合せ先：知的財産室(082-224-5680)
　　URL:https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/

販路開拓 中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
　〈補助金〉JAPANブランド育成支援等事業 ● ● ● ●

　　お問合せ先：経営支援課（０８２－２２４－５６５８）
https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/keieishien/200225.html

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
　〈補助金〉JAPANブランド育成支援等事業費補助金 (特別枠)（令和２年度補正予算） ● ● ● ●

お問合せ先：経営支援課（０８２－２２４－５６５８）

https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2020/200608Jbrand-koubo.html

　　知的財産（知財）をビジネスにどう活かすか。インタビューを通じて収集した中小企業の知財活用
　　事例動画、知財を意識しなかったことで起こりがちな失敗事例を楽しく学べるアニメ等、中国経済
　　産業局が自信を持って提供する、「知財を学べる」学習コンテンツです。

　公募期間：令和2年2月25日～令和2年3月25日（公募終了）
　　(1) 海外・全国展開型：補助率：2/3以内又は1/2以内
　　　　　　　　　　　　　　　　 補助金上限額　  500万円（複数者による共同申請の場合は上限2000万円）
　　(2) 支援事業型　　　　：補助率：2/3以内又は1/2以内
　　　　　　　　　　　　　　　　 補助金上限額　2000万円

　後継者がいない中小企業者に対して、後継者探しから後継者選定後に行う教育までを支援します。

　　事業の収益性はあるが、債務超過等の財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者に対して、窓口相談や
　　金融機関との調整を含めた再生計画の策定支援を行っています。

　　中小企業等を対象とした「審査請求料」、「特許料(1～10年分)」の減免措置を講じます。平成３１年
　　４月からは、手続方法の改定により、簡素な方法で申請を行うことができるようになります。

　　海外展開にあたって重要な、進出先国における特許権や商標権等の外国出願に要する費用を助成
　　します。

　全国展開、海外展開や新たな観光需要の獲得に取り組む際、経費の一部を補助します。（事業型）
　・第１ターム（公募終了）
　事前連絡：令和2年6月8日～令和2年6月22日17:00まで
　公募期間：令和2年6月8日～令和2年6月29日17:00まで（必着）
　・第２ターム（公募終了）
　事前連絡：令和2年6月30日～令和2年7月13日17:00まで
　公募期間：令和2年6月30日～令和2年7月22日17:00まで（必着）
　・補助率
　　　(1) 事業型：補助率　2/3
　　　　　　　　　　 補助金上限額　  500万円（複数者による共同申請の場合は上限2000万円）
　　　(2) 支援型：補助率　2/3
　　　　　　　　　　 補助金上限額　2000万円
　なお、管理事務局は(株)ジェイアール東日本企画となります。

　　よろず支援拠点や地域プラットフォーム （地域PF）が、個々の事業者の経営課題に応じた専門家を
　　原則3回まで無料で派遣します。
　　※地域PF：商工会・商工会議所や金融機関など地域の支援機関が中小企業支援を目的に
　　　　連携した組織

　海外展開や全国展開、インバウンド需要の獲得に取り組む際、経費の一部を補助します。（海外・全国展開型）
　また、海外展開や全国展開、インバウンド需要の獲得に取り組む中小企業者を支援する取り組む際、
　経費の一部を補助します。（支援事業型）
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中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
〈補助金〉コンテンツグローバル需要創出等促進事業費補助金【J-LOD①】 ● ● ● ● ●
　　　　　　（コンテンツ等の海外展開を行う際のローカライズおよびプロモーションを行う事業ほか）

　　URL：https://www.vipo.or.jp/project/j-lodr1/
中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

 〈補助金〉TOTTEOKI Project（とっておきプロジェクト） ● ●
　　　　　　（外国人専門家との共創によるインバウンド需要拡大事業）

　　公募期間：令和2年5月14日（木）～令和2年6月17日（水）12時　(公募終了)
　　補助率：2/3（補助上限額2000万円、補助下限額500万円）
　　お問合せ先：流通・サービス産業課 （０８２－２２４－５６５５）

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
 〈補助金〉コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金【J-LODlive】 ● ● ●

　　お問合せ先：流通・サービス産業課 （０８２－２２４－５６５５）

設備投資（生産性向上・省エネ） 中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
 〈補助金〉生産設備におけるエネルギー使用合理化等
　　　　　　事業者支援事業費補助金（令和元年度補正予算）

● ● ● ●

　　工場・事業場等における既設設備を、生産性及び省エネルギー性能の
　　高い設備へ更新する場合に支援します。

　　募集時期：令和２年３月３０日（月）～令和２年５月１５日（金）１７時必着（公募終了）
　　補助率：補助対象経費の1/3以内
　　補助金額の上限：１事業当たり2,000万円以下
　　補助金額の下限：１事業当たり100万円以上
　　申請手続：（一社）環境共創イニシアチブ
　　お問合せ先：エネルギー対策課（０８２－２２４－５７４１）
　　URL：https://sii.or.jp/seisan01r/

設備投資（生産性向上・省エネ） 中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
 〈補助金〉省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
　　　　　　（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）実証事業）

● ● ●

　　ＺＥＢの設計ノウハウが確立されていない民間の大規模建築物
　　（新築：１万ｍ２以上、既築：２千ｍ２以上）について、先進的な技術等の組み
　　合わせによるＺＥＢ化を通じて、その運用実績の蓄積・公開・活用を図る実証事業。

　　募集時期：令和2年5月18日（月）～令和2年6月11日（木）17時必着（公募終了）
　　補助率：補助対象経費の2/3以内
　　補助金額の上限：5億円/年
　　申請手続：（一社）環境共創イニシアチブ
　　お問合せ先：エネルギー対策課（０８２－２２４－５７４１）
　　URL：https://sii.or.jp/zeb02/

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
 〈補助金〉省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
　　　　　　（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）支援事業
　　　　　　　のうちZEH＋実証事業）

●

　　魅力ある商材やサービスを複数取扱う事業者が、海外のライフスタイルやニーズ等
　　に詳しい外国人専門家と連携して、将来に向けたインバウンド対策や当該商材
　　・サービスの磨き上げ、ＰＲ・プロモーション、展示及び販売、商流構築等
　　を実施する際の費用の一部を補助します。

　　今般の新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を踏まえ、これにより公演を延期・中止した主催事業者
　　に対して、今後実施するライブ公演の開催及びその収録映像を活用した動画の制作・配信の費用の一部
　　を補助します。

　　補助上限：①１案件につき2,000万円 （１社につき4,000万円）
　　　　　　 　　 ②（1）１案件につき　1,500 万円（１社につき3,000万円）
　　　　　　　　　 　（2）１案件につき　1,000 万円（１社につき2,000万円）

　　①映画・漫画・ゲーム等のコンテンツを活用した海外展開やコンテンツ自体の海外展開を行う
　　事業者のローカリゼーション及びプロモーションを支援します。
　　②日本発のコンテンツの海外展開促進に向けた資金調達手法の多様化、特に若手人材による
　　国際的な資金調達への挑戦を行う事業者に以下２種類のメニューにより支援します。
　　　(1)本格的制作に必要な資金を調達するためのピッチにおいて活用する映像の制作等への支援
　　　(2)若手人材が率いるプロジェクトにおける、資金調達のためのピッチに向けた研修、ピッチ映像制作等への支援

　　URL:http://www.local-cooljapan.jp/

　　URL：https://j-lodlive.jp/

　　補助率：①１／２もしくは１／３ （国際共同制作されるなど、審査委員会で特例と判断された場合は、２／３）
　　　　　 　　②（1）１／２
　　　　　　　　 （2）２／３

　　お問合せ先： 以下特定非営利活動法人映像産業振興機構HPの問い合わせフォームからお問い合わせください。

　　補助率：1/2（補助上限額5000万円、補助下限額はなし（少額の案件についても対象））
　　公募期間：令和2年5月27日（水）～　※原則、各月の隔週金曜日毎に締切。予算がなくなり次第終了。

　　公募期間：令和2年2月19日（水）～令和3年1月31日（日）　（公募終了）
　　　　　　　　　①令和2年2月19日(水)以降は、隔週金曜日に応募を締切、締切から２週間以内に採否を連絡します。
　　　　　　　 　 ②令和2年3月31日(火)以降は、毎月最終営業日に応募を締切、締切から１ヶ月以内に採否を連絡します。
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　　現行の『ＺＥＨ』より省エネルギーを更に深掘りするとともに、
　　設備のより効率的な運用等により太陽光発電等の自家消費率拡大を目指したＺＥＨ
　　（以下、ＺＥＨ＋という）に加え、ＺＥＨ＋に蓄電システム、燃料電池、Ｖ２Ｈ充電設備を
　　活用するモデル（次世代ＺＥＨ＋）の実証を支援。

　　提案応募期間：令和2年4月20日（月）～令和2年5月11日（月）17時締切（公募終了）

　　補助率：定額ほか
　　申請手続：（一社）環境共創イニシアチブ
　　お問合せ先：エネルギー対策課（０８２－２２４－５７４１）
　　URL：https://sii.or.jp/meti_zeh02/zeh_plus/

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
 〈補助金〉省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
　　　　　　（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）支援事業
　　　　　　　のうち超高層ZEH－M実証事業）

●

　　超高層集合住宅のZEH化を促進するための設計ガイドラインを策定する
　　ために必要な実証事業を公募し、ZEH化にかかる費用の一部を補助。

　　募集時期：令和2年7月1日（水）～令和2年7月28日（火）17時必着（公募終了）
　　補助率：補助対象経費の2／3以内（上限：3億円/年、10億円/事業）※事業期間は
　　申請手続：（一社）環境共創イニシアチブ
　　お問合せ先：エネルギー対策課（０８２－２２４－５７４１）
　　URL：https://sii.or.jp/meti_zeh_m02/zeh_m/

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
 〈補助金〉省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
　　　　　　（次世代省エネ建材支援事業のうち次世代建材支援事業）

●

　　一般社団法人環境共創イニシアチブが定める要件を満たした断熱パネル
　　潜熱蓄熱建材・調湿建材等の導入経費の一部を補助。

　　補助率：1/2以内
　　申請手続：（一社）環境共創イニシアチブ
　　お問合せ先：エネルギー対策課（０８２－２２４－５７４１）
　　URL：https://sii.or.jp/meti_material02/

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
 〈補助金〉省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
　　　　　　（次世代省エネ建材支援事業のうち次世代リフォーム実証事業）

●

　　本事業の補助対象製品を用い、既存戸建住宅の外気に接する部分全てを
　　断熱改修する経費の一部を補助。

　　募集時期：令和2年6月1日（月）～令和2年7月17日（金）17時必着（公募終了）

　　補助率：1/2以内
　　申請手続：（一社）環境共創イニシアチブ
　　お問合せ先：エネルギー対策課（０８２－２２４－５７４１）
　　URL：https://sii.or.jp/meti_material02/demo/public.html

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
 〈補助金〉ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスを活用したレジリエン
            ス強化事業費補助金（令和元年度補正予算）のうち
　　        コミュニティ ZEH によるレジリエンス強化事業

● ● ● ●

　　避難所等のように「災害時に地域に貢献する施設等」と「複数の住宅」とが
　　一体となり、ネット・ゼロ・エネルギー達成を目指すコミュニティ構築に
　　係る環境整備の一部を支援。

　　募集時期：令和２年３月３０日（月）～令和２年５月１５日（金）１７時必着（公募終了）
　　補助率：定額or1/2以内
　　申請手続：（一社）環境共創イニシアチブ
　　お問合せ先：エネルギー対策課（０８２－２２４－５７４１）
　　URL：https://sii.or.jp/com_zeh01r/

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
 〈補助金〉ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスを活用したレジリエン
            ス強化事業費補助金（令和元年度補正予算）のうち
　　　　　　ＺＥＨ＋Ｒ強化事業

●

　　ＺＥＨビルダー/プランナーが設計、建築、改修、販売する戸建住宅を対象に、
　　ＺＥＨよりも先進的なモデルであるＺＥＨ＋の定義を満たし、①蓄電システム
　　②太陽熱利用システム ③停電自立型燃料電池のうち一つ以上の設備を導入
　　する住宅（ＺＥＨ＋Ｒ）に対し支援します。

　　募集時期：令和２年５月７日（木）１０時～令和２年５月１５日（金）１７時必着（公募終
　　補助率：定額
　　申請手続：（一社）環境共創イニシアチブ
　　お問合せ先：エネルギー対策課（０８２－２２４－５７４１）
　　URL：https://sii.or.jp/zeh_plus_r01r/

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
 〈補助金〉地域の系統線を活用したエネルギー面的利用事業費
 　　　　　 補助金

●

　　募集時期：一次公募　令和2年6月1日（月）～令和2年8月28日（金）17時必着
　　　　　　　　　二次公募　令和2年9月7日（月）～令和2年10月30日（金）17:00必着
　　　　　　　　　二次追加公募　令和2年9月23日（水）～令和2年11月13日（金）17:00必着
　　　　　　　　　三次公募　令和2年11月30日（月） ～ 令和3年1月8日（金） 17:00必着（公募終了）

　　募集時期：一次公募　令和2年5月11日（月）～令和2年7月17日（金）17時必着
　　　　　　　     二次公募　令和2年8月17日（月）～令和2年10月30日（金）17時必着
　　　　　　　　   三次公募　令和2年11月2日（月）～令和2年11月20日（金）17時必着（公募終了）
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　　地域の再生可能エネルギーと蓄電池等の調整力、系統線を活用して
　　電力を面的に利用する新たなエネルギーシステム（地域マイクログ
　　リッド）の自立的普及を目指し、先例となる事業モデルの構築を支援し
　　ます。

　　募集時期：令和２年４月２７日（月）～令和２年９月３０日（水）17時必着（公募終了）
　　補助率：2/3以内
　　申請手続：（一社）環境共創イニシアチブ
　　お問合せ先：エネルギー対策課（082-224-5818）
　　URL：https://sii.or.jp/

商業・まちづくり 中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
 〈補助金〉商店街活性化・観光消費創出事業 ●

　　補助上限： ①インバウンド・観光需要を取り込む環境整備に必要な取組（補助率：２／３以内）
　　　　 　　　　 ②インバウンド・観光需要を取り込むイベント等の取組（補助率：２／３以内）
　　　　　 　　　 ③専門家派遣事業（補助率：１０／１０定額）【③は実施必須】
　　　①から③の合計額で上限額２億円、下限額２００万円。
　　お問合せ先： 流通・サービス産業課 （０８２－２２４－５６５５）　　　
　　URL：https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/ryutsu/200131.html

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
 〈補助金〉インバウンド需要拡大推進事業（地域消費拡大推進事業） ●

　　地域の中小小売業・サービス業のグループ等が、様々な企業と連携して、
　　地域での訪日外国人消費額の拡大、中小小売業・サービス業の生産性の向上に
　　繋がる新たな商品・サービスを開発・導入する取組等を支援します。

　　公募期間：令和２年６月２２日（月）～令和２年９月２８日（月）（公募終了）
　　　　　　　　　　令和２年７月２７日（月）（１次〆切：公募終了)
　　　　　　　　　　令和２年９月２８日（月）（２次〆切：公募終了）
　　　　　　　　　令和２年１１月４日～令和２年１１月２４日（追加募集：公募終了）
　　補助上限：補助率２／３以内
　　　　　　　　上限額３，０００万円、下限額２００万円。
　　お問合せ先：流通・サービス産業課 （０８２－２２４－５６５５）
　　URL:https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/ryutsu/201104.html

その他 中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
 〈補助金〉面的キャッシュレス・インフラの構築支援事業 ● ●
　　地域における面的なキャッシュレス決済の普及を推進し、感染症のまん延しに
　　くい環境や、地域における消費喚起の基盤構築を実現するため、地域の商店
　　街振興組合や観光協会等が一体となって行うキャッシュレス化に向けた取組
　　を支援します。
　応募期間：令和２年９月２８日（月）～令和３年２月２６日（金）
　　　　　　　 第１ターム：令和２年１０月２３日（金）（公募終了)
　　　　　　　 第２ターム：令和２年１１月２４日（火）（公募終了）
　　　　　　　 第３ターム：令和３年　１月２２日（金）（公募終了）
　　　　　　　 第４ターム：令和３年　２月２６日（金）１７時必着
　対象経費：①キャッシュレス決済端末導入費等、②広報費

　お問合せ先：流通・サービス産業課 （０８２－２２４－５６５５）
　URL：https://area-cashless.jp/

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
 〈補助金〉共創型サービスIT連携支援事業 ● ●

　中小事業者等がITベンダー等とコンソーシアムを組成し、API連携等により複数の
　 ＩＴツールを連携・組合せたものを導入し、更なる機能向上を行ってツールの汎用
　化による、業界内・他地域への普及を目指す取組を支援します。

　　　　　　　 １次公募；令和２年１１月１３日(金)（公募終了）
　　　　　　　 ２次公募：令和２年１２月１１日(金)（公募終了）
　補助率：１／２
　補助下限額・上限額：下限額：100万円　上限額：１億円
　※令和３年度当初予算案にも当該事業予算（５．０億円）が計上されております。
　　 今後の詳細については、後日、経済産業省HPで公表される予定です。
　お問合せ先：流通・サービス産業課 （０８２－２２４－５６５５）

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
　〈相談〉割賦販売・特定商取引 ●
　　割賦販売・特定商取引に係る消費者取引の適正化を図り、消費者の安心を支えま
　　お問合せ先：消費経済課（０８２－２２４－５６７１）
　　URL：https://www.chugoku.meti.go.jp/policy/seisaku/p5.html#gyosei

　　地域と連携した魅力的な商業・サービス業の環境整備等を行い、インバウンドや観光といった
　　新たな需要を効果的に取り込む商店街等の取組を支援します。

　　　　　　　　　令和２年２月２８日（金）  （１次〆切：公募終了）
　　　　　　　　　令和２年５月２９日（金）→令和２年７月２７日（月）  （２次〆切：公募終了）
　　　　　　　　　令和２年８月２１日（金）→令和２年９月２８日（月）（３次〆切）
                     ※２次〆切までの採択総額が予算額に達したため、公募を終了しました。(令和２年９月３日)

　　公募期間： 令和２年１月３１日(金)～令和２年９月３日（月)　（公募終了）

　公募期間：令和２年１０月６日（火）～令和３年１２月１１日（金）（公募終了）

　URL：https://www.it-renkei.jp/

　補助額等：①100万～5,000万（補助率 2/3以内）、②総事業費の5％以内（補助率10/10以内）
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　〈相談〉消費者取引に関する相談

　　経済産業省所管の物資（商品）及び役務（サービス）など、
　　 消費者取引に関する相談を受け付け、助言・情報提供を行っています。

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

　　お問合せ先：消費経済課消費者相談室（０８２－２２４－５６７３） ● ●
　　URL：https://www.chugoku.meti.go.jp/policy/seisaku/p5.html#shouhi

　〈相談〉消費生活用製品・電気用品等の安全（ＰＳマーク）
　　消費生活用製品・電気用品等の安全確保・事故防止を図り、
　　消費者の安全を支えます。

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

　　お問合せ先：消費経済課製品安全室（０８２－２２４－５６７１） ●

　　URL：https://www.chugoku.meti.go.jp/policy/seisaku/p5.html#seian

 　〈相談〉下請かけこみ寺

　　中小企業等が抱える取引上の悩み相談を受け付け、
　　問題解決に向け相談員や弁護士がアドバイスを行います。

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

　　お問合せ先：下請かけ込み寺(０１２０－４１８－６１８) ● ● ●

　　URL:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kakekomi.htm

　〈その他〉下請Gメンによる訪問調査

　　下請Gメンが下請取引の実態や業界の商慣習などについてヒアリングし、
　　親事業者や業界団体に対し取引条件の見直しなど適正取引に向けた
　　取組を促します。

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

　　お問合せ先：下請取引適正化推進室(０８２－２２４－５７４５) ● ● ●

　　URL:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/Gmenhoumon.htm

 〈その他〉消費税転嫁対策Ｇメン

　　消費税を円滑に転嫁できるよう、転嫁対策調査官（転嫁Ｇメン）が
　　違反行為等の情報収集及び調査を行います。

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

　　お問合せ先：消費税転嫁対策室（０８２－２０５－５３３７） ● ● ●

　　URL：https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shouhizeitenka.htm

 〈診断〉省エネ無料診断事業、無料節電診断事業

　　ノウハウ・人材・金融などの面で省エネを実施することが困難な
　　中小企業者等に対して、省エネ・節電診断等を無料で実施します。

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

　　時期：通年（予算額に達し次第終了） ● ● ● ●

　　実施機関：（一財）省エネルギーセンター

　　お問合せ先：エネルギー対策課（０８２－２２４－５７４１）
　　URL：https://www.shindan-net.jp/

 〈診断、相談〉省エネ相談地域プラットフォーム事業

　　地域の専門家らが連携した省エネ相談拠点を全国に設置し、
　　中小企業者等による省エネ取組をきめ細かく支援します。

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

　　時期：通年（予算額に達し次第終了） ● ● ● ●
　　実施機関：省エネ相談地域プラットフォーム採択事業者（各県）
　　お問合せ先：エネルギー対策課（０８２－２２４－５７４１）
　　URL：https://www.shoene-portal.jp/
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2月
オンライン

定員 問い合わせ先 対象

ー 産業人材政策課
電話：082-224-5683

改正入管法に基づく外国人材受入れ
の新制度を活用し、製造3分野特定
技能外国人の受入れを検討している

事業者

2月
オンライン

定員 問い合わせ先 対象

20名
参事官（自動車・航空機・産業
機械担当）
電話：082-224-5760

＜中国地域限定＞SIerの営業・企
画・SE、機械商社の営業等の担当者
のうち、 ロボットSI検定3級レベルの知
識を保有し、一定程度の経験を保有

する方

2月
オンライン

定員 問い合わせ先 対象

50名
参事官（自動車・航空機・産業
機械担当）
電話：082-224-5760

中国５県に本社・支社・工場のある主
に自動車関連企業の経営者・担当者

の方

2月
広島県民文化センター

定員 問い合わせ先 対象

90名 エネルギー対策課
電話：082-224-5741

工場・事業場、自治体等のエネルギー
管理統括者、エネルギー管理の担当

者など

2月
オンライン

定員 問い合わせ先 対象

各パート10名程
度

参事官（自動車・航空機・産業
機械担当）
電話：082-224-5760

＜中国地域限定＞SIerおよびSI事
業に取り組もうとしている企業の経営

者・担当者の方、行政・支援機関のご
担当者の方

2月
オンライン

定員 問い合わせ先 対象

100名
参事官（自動車・航空機・産業
機械担当）
電話：082-224-5760

自治体・企業のモビリティ・交通の担当
者、有識者、中国地域の地域住民等

2月
リアル開催

定員 問い合わせ先 対象

各会場50名 製造・情報産業課
電話：082-224-5630

地域の中小企業・団体等の経営層、
セキュリティ担当者等

新たなモビリティサービスに関する情報や
課題、社会実装に向けた取組みを発
信し、中国地域の新たなモビリティサービ
スに対する理解を深めます。

13:00-14:55

12日(金) 14:00-16:30

制度内容をはじめとする必要な知識や
ノウハウ等を学ぶためのセミナーを開催し
ます。

13:30-15:45

ＣＡＳＥ革命下における技術向上セミナー「摩擦撹拌接合技術」の最新動向
開催概要

開催概要

中国経済産業局関連イベント・セミナー・説明会一覧【R3.2.5以降】

3 マルチマテリアル化で実用化が進む摩擦
攪拌接合技術の最新動向と活用事例
についてご紹介いたします。

製造業における特定技能外国人材受入れセミナー
開催概要

スマートモビリティチャレンジ地域シンポジウム中国

1

3日(水)
10日(水)
12日(金)
17日(水)
19日(金)

3月3日(水)

6

22日(月)

7

山口25日(木)
広島3月4日(木)
松江3月5日(金)

13:30-16:00 サイバーセキュリティセミナー（広島市、松江市）、インシデント対応勉強会（山口市）
開催概要

最近の脅威の傾向や事故後の対応、
支援策などをご紹介するセミナー及び、
インシデントへの備えや対応について理
解を深めていただく勉強会です。

2

8日(月)-9日(火) 10:00-17:00 ロボットシステムインテグレータ「ステップアップ講座」（締切済）
開催概要

ロボットシステムインテグレーション業務に
おいて重要な「構想設計」のフェーズを
演習形式で学んでいただく、実践的な
講座です。

4

17日(水) 13:30-16:00 令和２年度エネルギー使用合理化シンポジウムin広島
開催概要

企業力を高める省エネルギー活動、省
エネルギー政策の動向や補助事業等の
支援策に関する説明及び工場・事業
場における省エネ取組事例などを紹介
します。

5

17日(水) 13:00-16:00 SIer’sコラボミーティング　～「協業促進」・「構想設計」・「人材育成」をテーマに～
開催概要

企業力を高める省エネルギー活動、省
エネルギー政策の動向や補助事業等の
支援策に関する説明及び工場・事業
場における省エネ取組事例などを紹介
します。
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ホットな情報をお届けする、充実のコンテンツ
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V-RESASの「V」はVital Signs of Economy（経済のバイタルサイン）の頭文字から名付けられました。
刻々と変化する経済の状況を可視化するという意味を込めました。
当サイトは、原則1週間程度の頻度で掲載データ等の更新を行っております。

縁（ゆかり）パートナー
○地方創生の一層の推進に向け、市町村との更なる連携強化を図ることを目指し、本制度を
創設しています。縁（ゆかり）パートナーを通じて「顔の見える関係」を構築していきます。

縁（ゆかり）パートナーってどんな人？
中国地域の各市町村に、「出身地」、「学生時代に過ごし

た」などの縁（ゆかり）を持つ職員が中心です。
『縁パートナーが貴市町村のご相談を伺います。』

活動内容
「縁（ゆかり）パートナー」は、当該自治体及び自治体に

ある企業等からの相談等の一元的な窓口となるほか、施策の
紹介、各地域と連携したプロジェクトなども支援していきま
す。

活動実績
地方自治体職員向けRESAS（地域経済分析システム）活用研修（島根県益田市・津和野町合同開催）
企業等に対する経済産業省関連施策説明会（島根県出雲市、岡山県倉敷市ほか多数）

【お問い合わせ先】（ＲＥＳＡＳ） 企画調査課（０８２ｰ２２４ｰ５６２６） （経済動向等） 調査室（０８２ｰ２２４ｰ５６３３）

地域経済分析システム（RESAS）、経済動向等

【お問い合わせ先】 総務課（０８２－２２４－５６１５） URL： https://www.chugoku.meti.go.jp/yukari/index.html

○地域の経済動向や特徴をデータ化し、地域における新たな政策立案等を支援します。

鉱工業生産、商業販売等、地域
の経済動向を情報発信します。

ＲＥＳＡＳ出前講座
（鳥取県立米子高等学校）

ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）等
データに基づいた方策の立案を支援します。

（観光マップ：目的地分析） （産業構造マップ：全産業の構造）

○新型コロナウイルス感染症 [COVID-19] 等が、地域経済に与える影響を把握し、
地域再活性化施策の検討におけるデータの活用を支援します。

V-RESAS

2424

https://www.chugoku.meti.go.jp/yukari/index.html


　令和2年4月1日現在

業　務　内　容

経済産業局行政の総合調整、人事、文書、秘書、庶務、情報公開、個人情報保護、防災、危機管理

広報・情報システム室
  TEL(082)224-5618

政策普及、広報、局内業務の情報処理の推進、情報システムの開発、運用管理

地域経済活性化に関する施策の企画立案・総合調整

調査室
  TEL(082)224-5633

景気動向分析、地域経済動向分析、商工業統計、鉱工業指数

予算、決算、出納、物品管理、契約参加資格の受付

電力・ガス取引監視室
  TEL(082)205-5360

部の総合調整、金融、税制、商工会議所、経済構造改革の推進、新規・成長分野展開支援

競争環境整備室
  TEL(082)224-5684

競争紛争の処理

地域企業支援室
  TEL(082)224-5734

地域における企業の成長支援及び未来投資の促進に関する事務

産業（基礎、生活、繊維、住宅、窯業建材、伝統的工芸品、情報・通信、電子・電気機器、医療・福祉機器・ヘルスケア 等）の振興、地域情報化及び情
報活用力の推進、化学物質の安全管理、化学兵器禁止条約関連

産業（機械関連）の振興、中核企業を中心とした関連企業群によるプロジェクト支援（自動車、航空機、ロボット関連分野）

産業人材の育成、雇用の促進

技術振興、試験研究の企画立案・振興・成果普及、産学官連携の推進、工業標準化の推進、各種助成制度による事業化支援

知的財産室
  TEL(082)224-5680

工業所有権の指導・奨励、普及、特許等情報の閲覧

地域未来投資に関する総合調整

部の総合調整、産業立地、工業団地・用水、車両競技

アルコール室
TEL(082)224-5681

工業用アルコールに関わる流通管理（使用などの許認可、報告徴収、立入検査など)

中小企業金融検査室
　TEL(082)224-5661

信用保証協会法の施行に関する事務のうち検査に関する事務

通商、輸出入・地域の国際交流・対内対外投資等の推進

物流の効率化・適正化、サービス産業の振興、中心市街地の活性化支援、卸・小売業の振興、商店街振興、デザインの指導・奨励

大規模小売店舗立地法相談室
  TEL(082)224-5655

大規模小売店舗立地法に関する情報の提供、相談

コンテンツ産業支援室
TEL(082)224-5655

メディア・コンテンツ産業に関する事務

割賦販売・特定商取引の適正化、計量士試験に関すること

消費者相談室
　TEL(082)224-5673

消費者相談

製品安全室
　TEL(082)224-5671

製品安全、家庭用品品質表示の指導

中小企業の金融・税制、事業承継、再生支援、小規模事業者対策、強靭化対策

復興推進室
　TEL(082)224-5653

平成３０年７月豪雨からの産業復興に係る総括事務

消費税転嫁対策室
  TEL(082)205-5337

消費税転嫁対策

下請取引適正化推進室
　TEL(082)224-5745

適正取引、官公需

中小企業の経営支援、経営革新、新連携、地域資源活用、農商工連携

新事業支援室
  TEL(082)224-5658

中小企業の新事業創出、創業支援

部の総合調整、熱供給事業に関すること

資源エネルギー環境広報推進室
  TEL(082)224-5713

エネルギーに関する広報

資源リサイクル、産業公害の防止、循環型地域システムの構築

エネルギー使用合理化の推進、省エネルギーの普及・啓発

新エネルギーの導入促進、エネルギー社会システムの構築、固定価格買取制度（FIT法）

鉱物資源の開発、鉱業の振興、鉱業権・租鉱権の出願・登録、採石・砂利採取業の振興、石油製品販売業の振興（石油製品の需給・品質確保、石油
製品等の備蓄、揮発油販売業の登録）

電気事業の許可届出（特定供給、発電事業）、ガス事業の許認可届出、電気・ガス事業の統計調査、電力の需給調整、電源地域の振興、電気取引の
適正な計量の実施確保

総務課
　TEL(082)224-5615
参事官（広報担当）
  TEL(082)224-5618

企画調査課
  TEL(082)224-5626
参事官（調査担当）
  TEL(082)224-5633

会計課
  TEL(082)224-5622

中国経済産業局　組織図　

産業技術連携課
  TEL(082)224-5680

産業振興課
  TEL(082)224-5638

資源エネルギー環境課
  TEL(082)224-5713

消費経済課
  TEL(082)224-5671

産業人材政策課
  TEL(082)224-5683

課　名

参事官（電力・ガス取引監視担当）
TEL(082)205-5360

電気事業者及びガス事業者に対する監査・報告徴収・立入検査、苦情の申出等の受付

参事官（下請取引適正化・
消費税転嫁対策担当）

資源・燃料課
  TEL(082)224-5722

エネルギー対策課
TEL(082)224-5741

地域経済課
  TEL(082)224-5684

環境・リサイクル課
  TEL(082)224-5676

地域未来投資促進室
  TEL(082)224-5684

流通・サービス産業課
　TEL(082)224-5655

経営支援課
　TEL(082)224-5658

　TEL(082)224-5818

製造・情報産業課
  TEL(082)224-5630

参事官（自動車・航空機・産業機械担当）

  TEL(082)224-5760

参事官（地域企業支援担当）
  TEL(082)224-5734

電力・ガス事業課
  TEL(082)224-5736

中小企業課
  TEL(082)224-5661

国際課
  TEL(082)224-5659
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商工会議所

会議所名 郵便番号 住所 電話番号

鳥取商工会議所 〒680-8566 鳥取市本町３－２０１ (鳥取産業会館・鳥取商工会議所ビル４階) (0857)-26-6666

米子商工会議所 〒683-0823 米子市加茂町２ー２０４ (0859)-22-5131

倉吉商工会議所 〒682-0887 倉吉市明治町１１３７ー１１ (0858)-22-2191

境港商工会議所 〒684-8686 境港市上道町３００２ (0859)-44-1111

松江商工会議所 〒690-0886 松江市母衣町５５ー４ (0852)-23-1616

浜田商工会議所 〒697-0027 浜田市殿町１２４ー２ (0855)-22-3025

出雲商工会議所 〒693-0011 出雲市大津町１１３１ー１ (0853)-25-3706

平田商工会議所 〒691-0001 出雲市平田町２２８０ー１ (0853)-63-3211

益田商工会議所 〒698-0033 益田市元町１２ー７ (0856)-22-0088

大田商工会議所 〒694-0064 大田市大田町大田イ３０９－２ (0854)-82-0765

安来商工会議所 〒692-0011 安来市安来町８７９ (0854)-22-2380

江津商工会議所 〒695-0016 江津市嘉久志町２３０６－４ (0855)-52-2268

岡山商工会議所 〒700-8556 岡山市厚生町３－１－１５ (086)-232-2260

倉敷商工会議所 〒710-8585 倉敷市白楽町２４９－５ (086)-424-2111

津山商工会議所 〒708-8516 津山市山下３０－９ (0868)-22-3141

玉島商工会議所 〒713-8122 倉敷市玉島中央町２－３－１２ (086)-526-0131

玉野商工会議所 〒706-8533 玉野市築港１－１－３ (0863)-33-5010

児島商工会議所 〒711-0921 倉敷市児島駅前１－３７　（倉敷市児島産業振興センター2階） (086)-472-4450

笠岡商工会議所 〒714-0088 笠岡市笠岡中央町１５－１ (0865)-63-1151

井原商工会議所 〒715-8691 井原市七日市町１３ (0866)-62-0420

備前商工会議所 〒705-8558 備前市東片上２３０ (0869)-64-2885

高梁商工会議所 〒716-8601 高梁市南町１６－２ (0866)-22-2091

総社商工会議所 〒719-1131 総社市中央６－９－１０８ (0866)-92-1122

新見商工会議所 〒718-0003 新見市高尾２４７５－７ (0867)-72-2139

広島商工会議所 〒730-8510 広島市中区基町５－４４ (082)-222-6610

尾道商工会議所 〒722-0035 尾道市土堂２－１０－３ (0848)-22-2165

呉商工会議所 〒737-0029 呉市宝町１番１０号（呉市交通局本庁舎４階） (0823)-21-0151

福山商工会議所 〒720-0067 福山市西町２－１０－１ (084)-921-2345

三原商工会議所 〒723-8555 三原市皆実４－８－１ (0848)-62-6155

府中商工会議所 〒726-0003 府中市元町４４５－１ (0847)-45-8200

三次商工会議所 〒728-0021 三次市三次町１８４３－１ (0824)-62-3125

庄原商工会議所 〒727-0011 庄原市東本町１－２－２２ (0824)-72-2121

大竹商工会議所 〒739-0612 大竹市油見３－１８－１１ (0827)-52-3105

竹原商工会議所 〒725-0026 竹原市中央５－６－２８ (0846)-22-2424

因島商工会議所 〒722-2323 尾道市因島土生町１８０９－２０ (0845)-22-2211

東広島商工会議所 〒739-0025 東広島市西条中央７－２３－３５ (0824)-20-0301

廿日市商工会議所 〒738-0015 廿日市市本町５－１ (0829)-20-0021

下関商工会議所 〒750-8513 下関市南部町２１－１９ (0832)-22-3333

宇部商工会議所 〒755-8558 宇部市松山町１－１６－１８ (0836)-31-0251

山口商工会議所 〒753-0086 山口市中市町１－１０ (083)-925-2300

防府商工会議所 〒747-0037 防府市八王子２－８－９ (0835)-22-4352

徳山商工会議所 〒745-0037 周南市栄町２－１５ (0834)-31-3000

下松商工会議所 〒744-0011 下松市汐見町１３５０－１０ (0833)-41-1070

萩商工会議所 〒758-0041 萩市東田町１９－４ (0838)-25-3333

岩国商工会議所 〒740-0017 岩国市今津町１－１８－１ (0827)-21-4201

山陽商工会議所 〒757-0001 山陽小野田市大字鴨庄１０１－２９ (0836)-73-2525

長門商工会議所 〒759-4101 長門市東深川１３２１－１ (0837)-22-2266

光商工会議所 〒743-0063 光市島田４－１４－１５ (0833)-71-0650

小野田商工会議所 〒756-0824 山陽小野田市中央２－３－１ (0836)-84-4111

柳井商工会議所 〒742-8645 柳井市中央２丁目１５－１ (0820)-22-3731

新南陽商工会議所 〒746-0017 周南市宮の前２－６－１３ (0834)-63-3315
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支援機関一覧（こちらでも相談を承っています）
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★商工会議所名簿１

				会議所名		郵便番号 ユウビンバンゴウ		住所 ジュウショ		電話番号 デンワバンゴウ		FAX番号 バンゴウ		会頭		所属 ショゾク		副会頭１		副会頭２		副会頭３		副会頭４		副会頭５		専務理事		常務理事 ジョウムリジ		常務理事2 ジョウムリジ		理事 リジ		理事2 リジ		事務局長		参与 サンヨ		郵便番号2 ユウビンバンゴウ		住所2 ジュウショ		電話		FAX		備考		担当者 タントウシャ

		鳥取県 トットリケン		鳥取商工会議所		〒680-8566		鳥取市本町３－２０１ (鳥取産業会館・鳥取商工会議所ビル４階) トットリサンギョウカイカントットリショウコウカイギショカイ		(0857)-26-6666		0857  226939		藤縄　匡伸		日ノ丸産業(株)取締役会長 ヒマルサンギョウカブトリシマリヤクカイオサ		中谷　浩輔		英　義人		安田　晴雄 ヤスダハルオ						大谷　芳徳 オオタニヨシトク										山内　啓介 ヤマウチケイスケ				〒680-8566		鳥取県鳥取市本町３－２０１
　(鳥取産業会館・鳥取商工会議所ビル４階 トットリサンギョウカイカントットリショウコウカイギショカイ		(0857)-26-6666		0857  226939		info@tottori-cci.or.jp

				米子商工会議所		〒683-0823		米子市加茂町２ー２０４		(0859)-22-5131		0859  221897		坂口　清太郎		坂口合名会社代表社員社長 サカグチゴウメイカイシャダイヒョウシャインシャチョウ		上田　博久		宇野　松人 ウノマツヒト		松本　啓 マツモトケイ						松本　順次 マツモトジュンジ										但馬　清美 タジマキヨミ				〒683-0823		米子市加茂町２-２０４		(0859)-22-5131		0859  221897		cci@yonago.net

				倉吉商工会議所		〒682-0887		倉吉市明治町１１３７ー１１		(0858)-22-2191		0858  222193		倉都　祥行 クラミヤコヨシユキ		元帥酒造㈱代表取締役 モトシュゾウダイヒョウトリシマリヤク		谷岡　忠範 タニオカタダノリ		吉田　圭子 ヨシダケイコ		河越　行夫 カワゴエユキオ						佐々木　敬宗										柴田　耕志 シバタコウシ				〒682-0887		倉吉市明治町１１３７-１１		(0858)-22-2191		0858  222193		cci3103@kurayoshi-cci.or.jp

				境港商工会議所		〒684-8686		境港市上道町３００２		(0859)-44-1111		0859  426577		掘田　收 ホタオサム		堀田石油㈱代表取締役社長 ホッタセキユダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		増谷　立夫 マスタニタツオ		奥森　清 オクモリキヨシ		木村　正明 キムラマサアキ						柏木　祥二 カシワギショウジ										柏木　祥二				〒684-8686		境港市上道町３００２		(0859)-44-1111		0859  426577		cci@sakaiminato.com

		島根県 シマネケン		松江商工会議所		〒690-0886		松江市母衣町５５ー４		(0852)-23-1616		0852  231656		古瀬　誠 フルセマコト		㈱山陰合同銀行　特別顧問 サンインゴウドウギンコウトクベツコモン		田江　泰彦		有澤　寛 サワ		兒玉　泰州		鷦鷯　順				木村　和夫		熱田　幹裕 アツタミキヒロ		森　秀雄 モリヒデオ		近藤　達郎				近藤　達郎 コンドウタツロウ				〒690-0886		松江市母衣町５５-４		(0852)-32-0501		0852  231656		info@matsue.jp

				浜田商工会議所		〒697-0027		浜田市殿町１２４ー２		(0855)-22-3025		0855  225400		岩谷　百合雄		(株)岩多屋代表取締役 カブイワタヤダイヒョウトリシマリヤク		櫨山　陽介		吉田　稔		吉本　晃司 ヨシモトコウジ						岡田　昭二 オカダショウジ										恵美須　淳二 エビスジュンジ				〒697-0027		浜田市殿町１２４-２		(0855)-22-3025		0855  225400		cci3202@hamada-cci.or.jp

				出雲商工会議所		〒693-0011		出雲市大津町１１３１ー１		(0853)-25-3706		0853  231144		三吉　庸善		㈱みよしや　代表取締役社長		高橋　英一		福間　正純 フクママサズミ		矢田　信一 ヤダシンイチ						糸原　直彦 イトハラナオヒコ										黒谷　洋一郎 クロタニヨウイチロウ				〒693-0011		出雲市大津町１１３１-１		(0853)-25-3706		0853  231144		izm@izmcci.or.jp

				平田商工会議所		〒691-0001		出雲市平田町２２８０ー１		(0853)-63-3211		0853  633346		大島　　治		(有)大島屋　取締役 ユウオオシマヤトリシマリヤク		二瀬　武博 ニセタケヒロ		高砂　明弘 タカサゴアキヒロ		大谷　厚郎 オオタニアツロウ						立石　康夫										坂本　倫光 サカモトミチヒカリ				〒691-0001		出雲市平田町２２８０-１		(0853)-63-3211		0853  633346		hchamber@hirata-cci.or.jp

				益田商工会議所		〒698-0033		益田市元町１２ー７		(0856)-22-0088		0856  234343		島田　憲郷		益田酒類食品㈱代表取締役 マスダサケルイショクヒンダイヒョウトリシマリヤク		右田　明		小河　英樹		松永　和平 マツナガカズヒラ						大畑　幸三										城市　和人 ジョウイチカズト				〒698-0033		益田市元町１２-７		(0856)-22-0088		0856  234343		info@masudacci.jp

				大田商工会議所		〒694-0064		大田市大田町大田イ３０９－２		(0854)-82-0765		0854  822993		森田　博久 モリタヒロヒサ		森田製菓㈱代表取締役社長 モリタセイカダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		内藤　芳秀 ナイトウヨシヒデ		上本　直之 ウエモトナオユキ								西山　眞治 ニシヤマシンジ										曽田　收美 ソダオサムミ				〒694-0064		大田市大田町大田イ３０９－２		(0854)-82-0765		0854  822993		ohdacci@shimanet.jp

				安来商工会議所		〒692-0011		安来市安来町８７９		(0854)-22-2380		0854  232314		木口　重樹 キグチシゲキ		㈱キグチテクニクス代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		足立　三樹夫 アダチミキオ		大島　末久 オオシマスエヒサ		小林　一夫 コバヤシカズオ						真野　善久 マノゼンヒサ										板持　真澄 イタモチマスミ				〒692-0011		安来市安来町９１７－２８		(0854)-22-2380		0854  232314		ycci@tx.miracle.ne.jp		itamochi@yasugicci.jp

				江津商工会議所		〒695-0016		江津市嘉久志町２３０６－４		(0855)-52-2268		0855  521369		永井　良三		永井建設㈱代表取締役会長 ナガイケンセツダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		南山　泰志 タイ		永井　好輔 ナガイススケ								和木田　登 ワキタノボ										山田　克則 ヤマダカツノリ				〒695-0016		江津市嘉久志町２３０６－４		(0855)-52-2268		0855  521369		gotsucci@iwami.or.jp

		岡山県 オカヤマケン		岡山商工会議所		〒700-8556		岡山市厚生町３－１－１５		(086)-232-2260		086 2253561		岡﨑　　彬		岡山ガス㈱取締役社長 オカヤマトリシマリヤクシャチョウ		古市　大藏		中島　基善 ナカシマキゼン		野田　好信 ノダスシン		石井　清裕 イシイキヨシ				窪津　誠 クボツマコト										鶴岡　良孝 ツルオカヨシタカ				〒700-8556		岡山市厚生町３－１－１５		(086)-232-2260		086 2253561		occi@okayama-cci.or.jp

				倉敷商工会議所		〒710-8585		倉敷市白楽町２４９－５		(086)-424-2111		086 4266911		井上　峰一 イノウエミネイチ		(株)いのうえ　代表取締役社長 カブダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		伊澤　正信		藤木　達夫		坂本　万明		野村　泰弘 ノムラヤスヒロ				加藤　清次 カトウセイジ										平松　博 ヒラマツヒロシ				〒710-8585		倉敷市白楽町２４９－５		(086)-424-2111		086 4266911		kcci@sqr.or.jp

				津山商工会議所		〒708-8516		津山市山下３０－９		(0868)-22-3141		0868-23-5356		松田　欣也 マツダキンヤ		㈱マルイ　代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		菅田　茂		須江　英典		浮田　芳典 ウキタヨシテン						西山　公二 ニシヤマコウジ										小阪　俊二 オサカシュンジ				〒708-8516		津山市山下３０－９		(0868)-22-3141		0868-23-5356		kaigisho@tvt.ne.jp		osaka346@tvt.ne.jp

				玉島商工会議所		〒713-8122		倉敷市玉島中央町２－３－１２		(086)-526-0131		086 5250230		原田　格二 ハラダカクジ		瀬戸内重工業(株)代表取締役 セトウチジュウコウギョウカブダイヒョウトリシマリヤク		小野　厚 オノアツ		宅和　操 タクワミサオ								幡司　謙介 ハタシケンスケ										岡田　仁 オカダジン				〒713-8122		倉敷市玉島中央町２－３－１２		(086)-526-0131		086 5250230		tamatama@oka.urban.ne.jp

				玉野商工会議所		〒706-8533		玉野市築港１－１－３		(0863)-33-5010		0863  315558		三宅　照正		三国工業㈱代表取締役 ミクニコウギョウダイヒョウトリシマリヤク		宮原　一也		加藤　篤志郎								宮地　祥一 ミヤジショウイチ										宮地　祥一 ミヤジショウイチ				〒706-8533		玉野市築港１－１－３		(0863)-33-5010		0863  315558		info@tamanocci.jp

				児島商工会議所		〒711-0921		倉敷市児島駅前１－３７　（倉敷市児島産業振興センター2階） エキマエクラシキシコジマサンギョウシンコウカイ		(086)-472-4450		086 4743506		髙田　幸雄 タカタユキオ		髙田織物㈱代表取締役 タカタオリモノダイヒョウトリシマリヤク		山本　裕人 ヤマモトヒロト		真鍋　久夫 マナベヒサオ		甲斐　國平 カイコクヒラ						太宰　信一 ダザイシンイチ										太宰　信一 ダザイシンイチ				〒711-0921		倉敷市児島駅前１－３７ （倉敷市児島産業振興センター2階） エキマエクラシキシコジマサンギョウシンコウカイ		(086)-472-4450		086 4743506		info@kojima-cci.or.jp

				笠岡商工会議所		〒714-0088		笠岡市笠岡中央町１５－１		(0865)-63-1151		0865  623730		鳴本　哲矢 ナモトテツヤ		鳴本石材㈱代表取締役会長 ナモトセキザイダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		坂本　修三 サカモトシュウゾウ		山本　國春 ヤマモトクニハル		枝木　恭平 エダキキョウヘイ						山部　貴徳 ヤマベタカトク										山部　貴徳				〒714-0088		笠岡市笠岡中央町１５－１		(0865)-63-1151		0865  623730		info@kasaokacci.jp

				井原商工会議所		〒715-8691		井原市七日市町１３		(0866)-62-0420		0866  620411		川井　眞冶 カワイシンジ		日本綿布（株）代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		畠山　祥三 ハタケヤマショウゾウ		上野　和彦 ウエノカズヒコ								伊達　一海 ダテカズウミ										※國籐　哲彦(窓口） コクトウテツヒコマドグチ				〒715-8691		井原市七日市町１３		(0866)-62-0420		0866  620411		cci@ibara.ne.jp

				備前商工会議所		〒705-8558		備前市東片上２３０		(0869)-64-2885		0869  631200		長﨑　信行 チョウキノブユキ		㈱長﨑鐵工所代表取締役会長 カイチョウ		寺尾　俊郎		吉本　正志 ヨシモトマサシ								内田　敏喬 ウチダトシタカシ										西角　友彰 サイカクトモアキ				〒705-8558		備前市東片上２３０		(0869)-64-2885		0869  631200		info@bizencci.or.jp

				高梁商工会議所		〒716-8601		高梁市南町１６－２		(0866)-22-2091		0866  222099		藤岡　孝 フジオカタカシ		㈱吉備ケーブルテレビ代表取締役 キビダイヒョウトリシマリヤク		小野　和夫 オノカズオ		島　一郎 シマイチロウ								遠藤　正博 エンドウマサヒロ										遠藤　正博 エンドウマサヒロ				〒716-8601		高梁市南町１６－２		(0866)-22-2091		0866  222099		tacci@kibi.ne.jp

				総社商工会議所		〒719-1131		総社市中央６－９－１０８		(0866)-92-1122		0866  939699		清水　男		㈱三松代表取締役 サンマツダイヒョウトリシマリヤク		晝田　眞三 タシンゾウ		平田　周志 ヒラタシュウシ								田邉　豊 タナベユタカ										田邉　豊 タナベユタカ				〒719-1131		総社市中央６－９－１０８		(0866)-92-1122		0866  939699		scci@kibiji.ne.jp

				新見商工会議所		〒718-0003		新見市高尾２４７５－７		(0867)-72-2139		0867  720347		林田　昌吾 ハヤシダショウゴ		井倉運輸(株)代表取締役 イクラウンユカブダイヒョウトリシマリヤク		中川　和洋 ナカガワワヨウ		片岡　精一 カタオカセイイチ								相原　敏男 アイハラトシオ										相原　敏男 アイハラトシオ				〒718-0003		新見市高尾２４７５－７		(0867)-72-2139		0867  720347		kaigisyo@niimi.or.jp

		広島県 ヒロシマケン		広島商工会議所		〒730-8510		広島市中区基町５－４４		(082)-222-6610		082 2226664		深山　英樹 フカヤマヒデキ		広島ガス(株)代表取締役会長 ヒロシマカブダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		金井　誠太 マコトタ		廣田　亨 ヒロタトオル		信末　一之 シンスエイチコレ		佐々木　尉文 ササキブン		青木　暢之 アオキノブコレ		谷村　武士 タニムラタケシシ										谷村　武士 タニムラタケシシ				〒730-8510		広島市中区基町５－４４		(082)-222-6610		082 2226664		hiroshima@hiroshimacci.or.jp		miyagawa@hiroshimacci.or.jp

				尾道商工会議所		〒722-0035		尾道市土堂２－１０－３		(0848)-22-2165		0848  252460		福井　　弘		㈱福井亀之助商店代表取締役 フクイカメノスケショウテンダイヒョウトリシマリヤク		川﨑　育造		桑田　文隆		今岡　寬信 イマオカカンノブ						村上　寿一　						堂野　一照 ドウノカズテ				上川　伊智郎 カミカワイチロウ				〒722-0035		尾道市土堂２－１０－３		(0848)-22-2165		0848  252460		occi@onomichi-cci.or.jp

				呉商工会議所		〒737-0029		呉市宝町１番１０号（呉市交通局本庁舎４階）		(0823)-21-0151		0823  255544		神津　善三朗 カミツゼンゾウロウ		中国化薬㈱代表取締役社長 チュウゴクカヤクダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		朝日　秀弘 アサヒヒデヒロ		大之木　捷太郎 オオノキタロウ		槙岡　敬人 マキオカケイヒト		鷹尾伏　彪 タカオフ				中野　正氣 ナカノマサキ										柳曽　隆行 ヤナギソタカユ				〒737-0045		呉市本通り４丁目７－１ ホンドオリチョウメ		(0823)-21-0151		0823  255544		info@kurecci.or.jp

				福山商工会議所		〒720-0067		福山市西町２－１０－１		(084)-921-2345		084 9220100		林　克士 ハヤシカツシ		鞆鉄道㈱代表取締役会長 トモテツドウダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		藤井　基博		占部　　誠		赤松　治美 アカマツハルミ		松本　茂太郎 マツモトシゲタロウ				石井　耕二										福永　重孝 フクナガシゲタカ				〒720-0067		福山市西町２－１０－１		(084)-921-2345		084 9220100		cci@fukuyama.or.jp

				三原商工会議所		〒723-8555		三原市皆実４－８－１		(0848)-62-6155		0848  625900		勝村　善博 カツムラゼンハク		三原テレビ放送(株)　代表取締役 カブ		三好　康莊 ミヨシヤスソウ		伊達　和仁 ダテカズジン		深山　隆一 フカヤマリュウイチ						平野　敬二 ヒラノケイジ										黒田　昌紀 クロタマサキ				〒723-8555		三原市皆実４－８－１		(0848)-62-6155		0848  625900		info@mhr-cci.or.jp

				府中商工会議所		〒726-0003		府中市元町４４５－１		(0847)-45-8200		0847  455110		北川　祐治 キタガワユウジ		(株)北川鉄工所  代表取締役社長 カブキタガワテッコウショダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		平田　光章 ヒラタミツアキ		岡崎　浩二 オカザキコウジ								和田　達雄 ワダタツオス										宮　睦明 ミヤムツアキ				〒726-0003		府中市元町４４５－１		(0847)-45-8200		0847  455110		info@fuchucci.or.jp

				三次商工会議所		〒728-0021		三次市三次町１８４３－１		(0824)-62-3125		0824  635200		細川　喜一郎 ホソカワキイチロウ		三次貨物運送（有）　代表取締役		倉石　浩誠 クライシヒロシマコト		佐藤　明寛 サトウアキヒロ								堀江　斎										八谷　尚幸				〒728-0021		三次市三次町１８４３－１		(0824)-62-3125		0824  635200		mcci@miyoshi-cci.or.jp

				庄原商工会議所		〒727-0011		庄原市東本町１－２－２２		(0824)-72-2121		0824  726608		長岡　廣樹		長岡商事㈱代表取締役社長 ナガオカショウジダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		佐々木　満 ササキミツル		土井　幹雄 ドイミキオ								堀江　勝 カ										栗部　秀道 クリベヒデミチ				〒727-0011		庄原市東本町１－２－２２		(0824)-72-2121		0824  726608		scci@shobara.or.jp		kuribe@shobara.or.jp

				大竹商工会議所		〒739-0612		大竹市油見３－１８－１１		(0827)-52-3105		0827  536311		望戸　清彦		三興化学工業㈱代表取締役社長		田渕　清文 タブチキヨフミ		西　慶之 ニシケイユキ								平野　雅紀 ヒラノマサキ										平野　雅紀 ヒラノマサキ				〒739-0612		大竹市油見３－１８－１１		(0827)-52-3105		0827  536311		otakecci@orange.ocn.ne.jp

				竹原商工会議所		〒725-0026		竹原市中央５－６－２８		(0846)-22-2424		0846  222038		山本　靜司		創建ホーム㈱代表取締役 ソウケンダイヒョウトリシマリヤク		木村　眞紀子 キムラマキコ		平　雄一郎 タイユウイチロウ								近藤　裕宣 コンドウユウノブ										中野　和彦 ナカノカズヒコ				〒725-0026		竹原市中央５－６－２８		(0846)-22-2424		0846  222038		info@takecci.net

				因島商工会議所		〒722-2323		尾道市因島土生町１８０９－２０		(0845)-22-2211		0845  226033		村上　祐司		因の島ガス㈱代表取締役 インシマダイヒョウトリシマリヤク		新川　征彦 シンカワマサヒコ		宮地　秀樹 ミヤチヒデキ								広田　耕三 ヒロタコウゾウ										田中　洋平 タナカヨウヘイ				〒722-2323		尾道市因島土生町１７６２－３８		(0845)-22-2211		0845  226033		info@cci.in-no-shima.jp

				東広島商工会議所		〒739-0025		東広島市西条中央７－２３－３５		(0824)-20-0301		0824  200309		木原　和由		(株)サタケ　専務取締役 カブ		奥本　松樹 オクモトマツキ		田中　祐太郎 タナカユウタロウ		大坪　義彦 オオツボヨシヒコ						末國　博文 スエクニヒロフミ										大原　一也 オオハラカズヤ				〒739-0025		東広島市西条中央7-23-35		(082)-420-0301		082　4200309		kaigisho@hhcci.or.jp

				廿日市商工会議所		〒738-0015		廿日市市本町５－１		(0829)-20-0021		0829  200022		細川　匡 ホソカワタダシ		デリカウイング㈱代表取締役会長兼社長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウケンシャチョウ		林　正史 ハヤシマサシ		渋谷　憲和 シブヤノリカズ		岩根　秀樹 イワネヒデキ						森川　奏治 モリカワカナジ										角井　隆 スミイタカシ				〒738-0015		廿日市市本町５－１		(0829)-20-0021		0829  200022		info@hacci.jp

		山口県 ヤマグチケン		下関商工会議所		〒750-8513		下関市南部町２１－１９		(0832)-22-3333		0832  224094		川上　康男 カワカミヤスオ		(株)長府製作所代表取締役会長 カブチョウフセイサクショダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		井上　正明		北村　徹 キタムラトオル		財満　寛 ザイマンヒロシ						冷泉　憲一										河向　英利 カワムヒデトシ				〒750-8513		下関市南部町２１－１９		(083)-222-3333		083   2224094		webmaster@shimonoseki.cci.or.jp

				宇部商工会議所		〒755-8558		宇部市松山町１－１６－１８		(0836)-31-0251		0836  223355		安部　研一 アベケンイチ		宇部マテリアルズ㈱相談役 ウベソウダンヤク		柳屋　芳雄		徳原　幹男		徳永　敦之						藤川　修三 フジカワシュウゾウ										栗原　清隆 クリハラキヨタカ				〒755-8558		宇部市松山町１－１６－１８		(0836)-31-0251		0836  223355		info@ubecci.or.jp

				山口商工会議所		〒753-0086		山口市中市町１－１０		(083)-925-2300		083 9211555		齋藤　宗房 サイトウムネフサ		山口トヨタ自動車㈱代表取締役社長 ヤマグチジドウシャダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		有吉　政博 アリヨシマサヒロ		原田　勉 ハラダベン		藤本　利明 フジモトトシアキ		佐伯　誠 サエキマコト				上野　省一 ウエノショウイチ										飯田　裕史				〒753-0086		山口市中市町１－１０		(083)-925-2300		083 9211555		yc@yamacci.or.jp

				防府商工会議所		〒747-0037		防府市八王子２－８－９		(0835)-22-4352		0835  224763		喜多村　誠 キタムラマコト		防府通運㈱　代表取締役社長		尾中　勝 オナカカツ		羽嶋　秀一 ハシマシュウイチ		澤田　健規 サワダケンキ						徳永　雄 トクナガオ										徳永　雄 トクナガユウ				〒747-0037		防府市八王子２－８－９		(0835)-22-4352		0835  224763		hofu@h-c.or.jp

				徳山商工会議所		〒745-0037		周南市栄町２－１５		(0834)-31-3000		0834  323303		小野　英輔 オノエイスケ		サマンサジャパン(株)代表取締役会長 カブダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		宮本　治郎		有吉　毅彦 アリヨシツヨシヒコ		堀　信明 ホリノブアキ						小林　和子 コバヤシカズコ										小林　高志 コバヤシタカシ				〒745-0037		周南市栄町２－１５		(0834)-31-3000		0834  323303		tcci@tokuyama-cci.or.jp

				下松商工会議所		〒744-0011		下松市汐見町１３５０－１０		(0833)-41-1070		0833-44-2022		弘中　伸寛		弘木工業㈱代表取締役社長 ヒロキコウギョウダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		金井　一成		竹島　克好 タケシマカヨ								安野　政行										原田　裕章				〒744-0011		下松市汐見町1350-10		(0833)-41-1070		0833-44-2022		kudamcci@kvision.ne.jp

				萩商工会議所		〒758-0041		萩市東田町１９－４ ハギシヒガシタマチ		(0838)-25-3333		0838  253436		刀禰　　勇		萩ケーブルネットワーク㈱代表取締役 ハギダイヒョウトリシマリヤク		田村　義治		藤井　敏 フジイトシ								（不在） フザイ										不在※古見総務部長 フザイフルミソウムブチョウ				〒758-0041		萩市東田町１９－４ ハギシヒガシタマチ		(0838)-25-3333		0838  253436		hagi-cci@haginet.ne.jp

				岩国商工会議所		〒740-0017		岩国市今津町１－１８－１		(0827)-21-4201		0827  214646		長野　寿 コトブキ		㈱長野総合建築事務所代表取締役会長 ナガノソウゴウケンチクジムショダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		伊藤　進吾 イトウシンゴ		伊達　明彦 ダテアキヒコ		仲間　信男 ナカマノブオ						木村　圭一										木村　圭一				〒740-0017		岩国市今津町１－１８－１		(0827)-21-4201		0827  214646		info@icci.or.jp

				山陽商工会議所		〒757-0001		山陽小野田市大字鴨庄１０１－２９		(0836)-73-2525		0836  732526		田中　剛男		朝陽観光開発㈱代表取締役 アサヨウカンコウカイハツダイヒョウトリシマリヤク		吉尾　毅 ヨシオタケシ		豊田　弘光 トヨタヒロミツ																		長田　毅彦 ナガタツヨシヒコ				〒757-0001		山陽小野田市大字厚狭千町五区		(0836)-73-2525		0836  732526		sanyocci@sound.ocn.ne.jp

				長門商工会議所		〒759-4101		長門市東深川１３２１－１		(0837)-22-2266		0837  226490		藤田　光久 ミツヒサ		藤光食品工業㈱代表取締役社長 フジミツショクヒンコウギョウダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		黒瀬　正 クロセタダシ		兼安　二郎 カネヤスジロウ																		末竹　靖伸 スエタケヤスノブ				〒759-4101		長門市東深川１３２１－１		(0837)-22-2266		0837  226490		inf@ncci.or.jp

				光商工会議所		〒743-0063		光市島田４－１４－１５		(0833)-71-0650		0833  711782		藤井　　勝		冨士高圧フレキシブルホース㈱代表取締役会長 フジコウアツダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		東　日出夫 ヒガシヒデオット		岡村　忠雄								藤山　雅巳 フジヤママサミ										長岡　義雄 ナガオカヨシオ				〒743-0063		光市島田４－１４－１５		(0833)-71-0650		0833  711782		i-love@hikari-cci.jp

				小野田商工会議所		〒756-0824		山陽小野田市中央２－３－１		(0836)-84-4111		0836  844180		藤田　敏彦 トシヒコ		富士商(株)代表取締役会長 フジショウカブダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		畑中　雅隆 ハタナカマサタカシ		畑　善高 ハタゼンタカ		江田　方志 エダホウシ						嶋田　正平										宮本　弘幸 ミヤモトヒロユキ				〒756-0824		山陽小野田市中央２－３－１		(0836)-84-4111		0836  844180		host@onoda-cci.or.jp

				柳井商工会議所		〒742-8645		柳井市中央２丁目１５－１		(0820)-22-3731		0820  228811		藤麻　　功		㈱フジマ取締役会長 トリシマリヤクカイチョウ		河野　通晴 カワノトオハ		井森　浩視 イモリヒロシシ								下村　　渉										柴原　修二 シバハラシュウジ				〒742-8645		柳井市中央２丁目１５－１		(0820)-22-3731		0820  228811		info@yanaicci.or.jp

				新南陽商工会議所		〒746-0017		周南市宮の前２－６－１３		(0834)-63-3315		0834  638397		松田  安史 マツダヤスシ		東ソー物流㈱代表取締役社長 ヒガシブツリュウダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		兼安　紀和 カネヤスノリカズ		佐伯　哲治 サエキテツジ								谷口　博文 タニグチヒロフミ										谷口　博文 タニグチヒロフミ				〒746-0017		周南市宮の前２－６－１３		(0834)-63-3315		0834  638397		info@s-cci.or.jp		h.taniguchi@s-cci.or.jp
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★商工会連合会名簿

		商工会連合会名 ショウコウカイレンゴウカイ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		住所 ジュウショ		電話番号 デンワバンゴウ

		鳥取県商工会連合会 ケンレンゴウカイ		〒680-0942		鳥取県鳥取市湖山町東４-１００ トットリケン		（0857）-31-5555　

		島根県商工会連合会 シマネケンショウコウカイレンゴウカイ		〒690-0886		島根県松江市母衣町５５-４		（0852）-21-0651

		岡山県商工会連合会 オカヤマケンショウコウカイレンゴウカイ		〒700-0817		岡山県岡山市北区弓之町４-１９-４０１ オカヤマケン		（086）-224-4341

		広島県商工会連合会 ヒロシマケンショウコウカイレンゴウカイ		〒730-0051		広島県広島市中区大手町３-３-２７ ヒロシマケン		（082）-247-0221

		山口県商工会連合会 ヤマグチケンショウコウカイレンゴウカイ		〒684-8686		山口県山口市中央４-５-１６		（083）-925-8888

		中小企業団体中央会名 チュウショウキギョウダンタイチュウオウカイメイ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		住所 ジュウショ		電話番号 デンワバンゴウ

		鳥取県中小企業団体中央会 トットリケンチュウショウキギョウダンタイチュウオウカイ		〒680-0845		鳥取県鳥取市富安１-９６ トットリケントットリシトミヤス		（0857）-26-6671

		島根県中小企業団体中央会 シマネケンチュウショウキギョウダンタイチュウオウカイ		〒690-0886		島根県松江市母衣町５５-４ シマネケンマツエシハハコロモチョウ		（0852）-21-4809

		岡山県中小企業団体中央会 オカヤマケンチュウショウキギョウダンタイチュウオウカイ		〒700-0817		岡山県岡山市弓之町４-１９－２０２ オカヤマケンオカヤマシユミノチョウ		（086）-224-2245

		広島県中小企業団体中央会 ヒロシマケンチュウショウキギョウダンタイチュウオウカイ		〒730-0011		広島県広島市中区基町５-４４ ヒロシマケンヒロシマシナカクモトマチ		（082）-228-0926

		山口県中小企業団体中央会 ヤマグチケンチュウショウキギョウダンタイチュウオウカイ		〒753-0074		山口県山口市中央４-５-１６ ヤマグチケンヤマグチシチュウオウ		（083）-922-2606

						広島市中区八丁堀５-７
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商工会連合会

機関名 郵便番号 住所 電話番号

鳥取県商工会連合会 〒680-0942 鳥取県鳥取市湖山町東４-１００  （0857）-31-5555　

島根県商工会連合会 〒690-0886 島根県松江市母衣町５５-４ （0852）-21-0651 

岡山県商工会連合会 〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町４-１９-４０１ （086）-224-4341

広島県商工会連合会 〒730-0051 広島県広島市中区大手町３-３-２７ （082）-247-0221

山口県商工会連合会 〒684-8686 山口県山口市中央４-５-１６ （083）-925-8888

　※最寄りの商工会でもご相談いただけます。

中小企業団体中央会

機関名 郵便番号 住所 電話番号

鳥取県中小企業団体中央会 〒680-0845 鳥取県鳥取市富安１-９６ （0857）-26-6671

島根県中小企業団体中央会 〒690-0886 島根県松江市母衣町５５-４ （0852）-21-4809

岡山県中小企業団体中央会 〒700-0817 岡山県岡山市弓之町４-１９－２０２ （086）-224-2245

広島県中小企業団体中央会 〒730-0011 広島県広島市中区基町５-４４ （082）-228-0926

山口県中小企業団体中央会 〒753-0074 山口県山口市中央４-５-１６ （083）-922-2606

産業振興財団

機関名 郵便番号 住所 電話番号

公益財団法人

鳥取県産業振興機構
〒689-1112 鳥取県鳥取市若葉台南７-５-１ （0857）-52-3011

公益財団法人

しまね産業振興財団
〒690-0816 島根県松江市北陵町1番地 テクノアークしまね内 （0852）-60-5110

公益財団法人

岡山県産業振興財団
〒701-1221 岡山県岡山市北区芳賀５３０１　テクノサポート岡山内 （086）-286-9664

公益財団法人

ひろしま産業振興機構
〒730-0052 広島県広島市中区千田町３-７-４７ 広島県情報プラザ内 （082）-240-7715

公益財団法人

やまぐち産業振興財団
〒753-0077 山口県山口市熊野町１-１０ NPYビル内 （083）-922-3700　

中小企業基盤整備機構

機関名 郵便番号 住所 電話番号

独立行政法人
中小企業基盤整備機構

　中国本部
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀５-７ 082-502-6300

日本貿易振興協会

機関名 郵便番号 住所 電話番号

日本貿易振興機構
ジェトロ鳥取

〒689-1112 鳥取県鳥取市若葉台南７-５-１ （0857）-52-4335 

日本貿易振興機構
ジェトロ松江

〒690-0826 島根県松江市学園南1-2-1 くにびきメッセ内 （0852）-27-3121

日本貿易振興機構
ジェトロ岡山

〒700-0985 岡山県岡山市北区厚生町3-1-15 岡山商工会議所ビル内 （086）-224-0853

日本貿易振興機構
ジェトロ広島

〒730-0052 広島県広島市中区千田町３-７-４７ 広島県情報プラザ内 （082）-535-2511

日本貿易振興機構
ジェトロ山口

〒750-0018 山口県下関市豊前田町3-3-1 海峡メッセ下関国際貿易ビル内 （083）-231-5022

認定経営革新等支援機関
  以下のサイトで支援機関一覧がご覧いただけます。支援機関によって対応可能な具体的相談内容に違いがありますので、相談したい
内容に応じて支援機関をお探し頂けます。

　http://www.chugoku.meti.go.jp/topics/chusho/130920_2.htmlhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm
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★商工会議所名簿１

				会議所名		郵便番号 ユウビンバンゴウ		住所 ジュウショ		電話番号 デンワバンゴウ		FAX番号 バンゴウ		会頭		所属 ショゾク		副会頭１		副会頭２		副会頭３		副会頭４		副会頭５		専務理事		常務理事 ジョウムリジ		常務理事2 ジョウムリジ		理事 リジ		理事2 リジ		事務局長		参与 サンヨ		郵便番号2 ユウビンバンゴウ		住所2 ジュウショ		電話		FAX		備考		担当者 タントウシャ

		鳥取県 トットリケン		鳥取商工会議所		〒680-8566		鳥取市本町３－２０１ (鳥取産業会館・鳥取商工会議所ビル４階) トットリサンギョウカイカントットリショウコウカイギショカイ		(0857)-26-6666		0857  226939		藤縄　匡伸		日ノ丸産業(株)取締役会長 ヒマルサンギョウカブトリシマリヤクカイオサ		中谷　浩輔		英　義人		安田　晴雄 ヤスダハルオ						大谷　芳徳 オオタニヨシトク										山内　啓介 ヤマウチケイスケ				〒680-8566		鳥取県鳥取市本町３－２０１
　(鳥取産業会館・鳥取商工会議所ビル４階 トットリサンギョウカイカントットリショウコウカイギショカイ		(0857)-26-6666		0857  226939		info@tottori-cci.or.jp

				米子商工会議所		〒683-0823		米子市加茂町２ー２０４		(0859)-22-5131		0859  221897		坂口　清太郎		坂口合名会社代表社員社長 サカグチゴウメイカイシャダイヒョウシャインシャチョウ		上田　博久		宇野　松人 ウノマツヒト		松本　啓 マツモトケイ						松本　順次 マツモトジュンジ										但馬　清美 タジマキヨミ				〒683-0823		米子市加茂町２-２０４		(0859)-22-5131		0859  221897		cci@yonago.net

				倉吉商工会議所		〒682-0887		倉吉市明治町１１３７ー１１		(0858)-22-2191		0858  222193		倉都　祥行 クラミヤコヨシユキ		元帥酒造㈱代表取締役 モトシュゾウダイヒョウトリシマリヤク		谷岡　忠範 タニオカタダノリ		吉田　圭子 ヨシダケイコ		河越　行夫 カワゴエユキオ						佐々木　敬宗										柴田　耕志 シバタコウシ				〒682-0887		倉吉市明治町１１３７-１１		(0858)-22-2191		0858  222193		cci3103@kurayoshi-cci.or.jp

				境港商工会議所		〒684-8686		境港市上道町３００２		(0859)-44-1111		0859  426577		掘田　收 ホタオサム		堀田石油㈱代表取締役社長 ホッタセキユダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		増谷　立夫 マスタニタツオ		奥森　清 オクモリキヨシ		木村　正明 キムラマサアキ						柏木　祥二 カシワギショウジ										柏木　祥二				〒684-8686		境港市上道町３００２		(0859)-44-1111		0859  426577		cci@sakaiminato.com

		島根県 シマネケン		松江商工会議所		〒690-0886		松江市母衣町５５ー４		(0852)-23-1616		0852  231656		古瀬　誠 フルセマコト		㈱山陰合同銀行　特別顧問 サンインゴウドウギンコウトクベツコモン		田江　泰彦		有澤　寛 サワ		兒玉　泰州		鷦鷯　順				木村　和夫		熱田　幹裕 アツタミキヒロ		森　秀雄 モリヒデオ		近藤　達郎				近藤　達郎 コンドウタツロウ				〒690-0886		松江市母衣町５５-４		(0852)-32-0501		0852  231656		info@matsue.jp

				浜田商工会議所		〒697-0027		浜田市殿町１２４ー２		(0855)-22-3025		0855  225400		岩谷　百合雄		(株)岩多屋代表取締役 カブイワタヤダイヒョウトリシマリヤク		櫨山　陽介		吉田　稔		吉本　晃司 ヨシモトコウジ						岡田　昭二 オカダショウジ										恵美須　淳二 エビスジュンジ				〒697-0027		浜田市殿町１２４-２		(0855)-22-3025		0855  225400		cci3202@hamada-cci.or.jp

				出雲商工会議所		〒693-0011		出雲市大津町１１３１ー１		(0853)-25-3706		0853  231144		三吉　庸善		㈱みよしや　代表取締役社長		高橋　英一		福間　正純 フクママサズミ		矢田　信一 ヤダシンイチ						糸原　直彦 イトハラナオヒコ										黒谷　洋一郎 クロタニヨウイチロウ				〒693-0011		出雲市大津町１１３１-１		(0853)-25-3706		0853  231144		izm@izmcci.or.jp

				平田商工会議所		〒691-0001		出雲市平田町２２８０ー１		(0853)-63-3211		0853  633346		大島　　治		(有)大島屋　取締役 ユウオオシマヤトリシマリヤク		二瀬　武博 ニセタケヒロ		高砂　明弘 タカサゴアキヒロ		大谷　厚郎 オオタニアツロウ						立石　康夫										坂本　倫光 サカモトミチヒカリ				〒691-0001		出雲市平田町２２８０-１		(0853)-63-3211		0853  633346		hchamber@hirata-cci.or.jp

				益田商工会議所		〒698-0033		益田市元町１２ー７		(0856)-22-0088		0856  234343		島田　憲郷		益田酒類食品㈱代表取締役 マスダサケルイショクヒンダイヒョウトリシマリヤク		右田　明		小河　英樹		松永　和平 マツナガカズヒラ						大畑　幸三										城市　和人 ジョウイチカズト				〒698-0033		益田市元町１２-７		(0856)-22-0088		0856  234343		info@masudacci.jp

				大田商工会議所		〒694-0064		大田市大田町大田イ３０９－２		(0854)-82-0765		0854  822993		森田　博久 モリタヒロヒサ		森田製菓㈱代表取締役社長 モリタセイカダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		内藤　芳秀 ナイトウヨシヒデ		上本　直之 ウエモトナオユキ								西山　眞治 ニシヤマシンジ										曽田　收美 ソダオサムミ				〒694-0064		大田市大田町大田イ３０９－２		(0854)-82-0765		0854  822993		ohdacci@shimanet.jp

				安来商工会議所		〒692-0011		安来市安来町８７９		(0854)-22-2380		0854  232314		木口　重樹 キグチシゲキ		㈱キグチテクニクス代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		足立　三樹夫 アダチミキオ		大島　末久 オオシマスエヒサ		小林　一夫 コバヤシカズオ						真野　善久 マノゼンヒサ										板持　真澄 イタモチマスミ				〒692-0011		安来市安来町９１７－２８		(0854)-22-2380		0854  232314		ycci@tx.miracle.ne.jp		itamochi@yasugicci.jp

				江津商工会議所		〒695-0016		江津市嘉久志町２３０６－４		(0855)-52-2268		0855  521369		永井　良三		永井建設㈱代表取締役会長 ナガイケンセツダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		南山　泰志 タイ		永井　好輔 ナガイススケ								和木田　登 ワキタノボ										山田　克則 ヤマダカツノリ				〒695-0016		江津市嘉久志町２３０６－４		(0855)-52-2268		0855  521369		gotsucci@iwami.or.jp

		岡山県 オカヤマケン		岡山商工会議所		〒700-8556		岡山市厚生町３－１－１５		(086)-232-2260		086 2253561		岡﨑　　彬		岡山ガス㈱取締役社長 オカヤマトリシマリヤクシャチョウ		古市　大藏		中島　基善 ナカシマキゼン		野田　好信 ノダスシン		石井　清裕 イシイキヨシ				窪津　誠 クボツマコト										鶴岡　良孝 ツルオカヨシタカ				〒700-8556		岡山市厚生町３－１－１５		(086)-232-2260		086 2253561		occi@okayama-cci.or.jp

				倉敷商工会議所		〒710-8585		倉敷市白楽町２４９－５		(086)-424-2111		086 4266911		井上　峰一 イノウエミネイチ		(株)いのうえ　代表取締役社長 カブダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		伊澤　正信		藤木　達夫		坂本　万明		野村　泰弘 ノムラヤスヒロ				加藤　清次 カトウセイジ										平松　博 ヒラマツヒロシ				〒710-8585		倉敷市白楽町２４９－５		(086)-424-2111		086 4266911		kcci@sqr.or.jp

				津山商工会議所		〒708-8516		津山市山下３０－９		(0868)-22-3141		0868-23-5356		松田　欣也 マツダキンヤ		㈱マルイ　代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		菅田　茂		須江　英典		浮田　芳典 ウキタヨシテン						西山　公二 ニシヤマコウジ										小阪　俊二 オサカシュンジ				〒708-8516		津山市山下３０－９		(0868)-22-3141		0868-23-5356		kaigisho@tvt.ne.jp		osaka346@tvt.ne.jp

				玉島商工会議所		〒713-8122		倉敷市玉島中央町２－３－１２		(086)-526-0131		086 5250230		原田　格二 ハラダカクジ		瀬戸内重工業(株)代表取締役 セトウチジュウコウギョウカブダイヒョウトリシマリヤク		小野　厚 オノアツ		宅和　操 タクワミサオ								幡司　謙介 ハタシケンスケ										岡田　仁 オカダジン				〒713-8122		倉敷市玉島中央町２－３－１２		(086)-526-0131		086 5250230		tamatama@oka.urban.ne.jp

				玉野商工会議所		〒706-8533		玉野市築港１－１－３		(0863)-33-5010		0863  315558		三宅　照正		三国工業㈱代表取締役 ミクニコウギョウダイヒョウトリシマリヤク		宮原　一也		加藤　篤志郎								宮地　祥一 ミヤジショウイチ										宮地　祥一 ミヤジショウイチ				〒706-8533		玉野市築港１－１－３		(0863)-33-5010		0863  315558		info@tamanocci.jp

				児島商工会議所		〒711-0921		倉敷市児島駅前１－３７　（倉敷市児島産業振興センター2階） エキマエクラシキシコジマサンギョウシンコウカイ		(086)-472-4450		086 4743506		髙田　幸雄 タカタユキオ		髙田織物㈱代表取締役 タカタオリモノダイヒョウトリシマリヤク		山本　裕人 ヤマモトヒロト		真鍋　久夫 マナベヒサオ		甲斐　國平 カイコクヒラ						太宰　信一 ダザイシンイチ										太宰　信一 ダザイシンイチ				〒711-0921		倉敷市児島駅前１－３７ （倉敷市児島産業振興センター2階） エキマエクラシキシコジマサンギョウシンコウカイ		(086)-472-4450		086 4743506		info@kojima-cci.or.jp

				笠岡商工会議所		〒714-0088		笠岡市笠岡中央町１５－１		(0865)-63-1151		0865  623730		鳴本　哲矢 ナモトテツヤ		鳴本石材㈱代表取締役会長 ナモトセキザイダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		坂本　修三 サカモトシュウゾウ		山本　國春 ヤマモトクニハル		枝木　恭平 エダキキョウヘイ						山部　貴徳 ヤマベタカトク										山部　貴徳				〒714-0088		笠岡市笠岡中央町１５－１		(0865)-63-1151		0865  623730		info@kasaokacci.jp

				井原商工会議所		〒715-8691		井原市七日市町１３		(0866)-62-0420		0866  620411		川井　眞冶 カワイシンジ		日本綿布（株）代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		畠山　祥三 ハタケヤマショウゾウ		上野　和彦 ウエノカズヒコ								伊達　一海 ダテカズウミ										※國籐　哲彦(窓口） コクトウテツヒコマドグチ				〒715-8691		井原市七日市町１３		(0866)-62-0420		0866  620411		cci@ibara.ne.jp

				備前商工会議所		〒705-8558		備前市東片上２３０		(0869)-64-2885		0869  631200		長﨑　信行 チョウキノブユキ		㈱長﨑鐵工所代表取締役会長 カイチョウ		寺尾　俊郎		吉本　正志 ヨシモトマサシ								内田　敏喬 ウチダトシタカシ										西角　友彰 サイカクトモアキ				〒705-8558		備前市東片上２３０		(0869)-64-2885		0869  631200		info@bizencci.or.jp

				高梁商工会議所		〒716-8601		高梁市南町１６－２		(0866)-22-2091		0866  222099		藤岡　孝 フジオカタカシ		㈱吉備ケーブルテレビ代表取締役 キビダイヒョウトリシマリヤク		小野　和夫 オノカズオ		島　一郎 シマイチロウ								遠藤　正博 エンドウマサヒロ										遠藤　正博 エンドウマサヒロ				〒716-8601		高梁市南町１６－２		(0866)-22-2091		0866  222099		tacci@kibi.ne.jp

				総社商工会議所		〒719-1131		総社市中央６－９－１０８		(0866)-92-1122		0866  939699		清水　男		㈱三松代表取締役 サンマツダイヒョウトリシマリヤク		晝田　眞三 タシンゾウ		平田　周志 ヒラタシュウシ								田邉　豊 タナベユタカ										田邉　豊 タナベユタカ				〒719-1131		総社市中央６－９－１０８		(0866)-92-1122		0866  939699		scci@kibiji.ne.jp

				新見商工会議所		〒718-0003		新見市高尾２４７５－７		(0867)-72-2139		0867  720347		林田　昌吾 ハヤシダショウゴ		井倉運輸(株)代表取締役 イクラウンユカブダイヒョウトリシマリヤク		中川　和洋 ナカガワワヨウ		片岡　精一 カタオカセイイチ								相原　敏男 アイハラトシオ										相原　敏男 アイハラトシオ				〒718-0003		新見市高尾２４７５－７		(0867)-72-2139		0867  720347		kaigisyo@niimi.or.jp

		広島県 ヒロシマケン		広島商工会議所		〒730-8510		広島市中区基町５－４４		(082)-222-6610		082 2226664		深山　英樹 フカヤマヒデキ		広島ガス(株)代表取締役会長 ヒロシマカブダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		金井　誠太 マコトタ		廣田　亨 ヒロタトオル		信末　一之 シンスエイチコレ		佐々木　尉文 ササキブン		青木　暢之 アオキノブコレ		谷村　武士 タニムラタケシシ										谷村　武士 タニムラタケシシ				〒730-8510		広島市中区基町５－４４		(082)-222-6610		082 2226664		hiroshima@hiroshimacci.or.jp		miyagawa@hiroshimacci.or.jp

				尾道商工会議所		〒722-0035		尾道市土堂２－１０－３		(0848)-22-2165		0848  252460		福井　　弘		㈱福井亀之助商店代表取締役 フクイカメノスケショウテンダイヒョウトリシマリヤク		川﨑　育造		桑田　文隆		今岡　寬信 イマオカカンノブ						村上　寿一　						堂野　一照 ドウノカズテ				上川　伊智郎 カミカワイチロウ				〒722-0035		尾道市土堂２－１０－３		(0848)-22-2165		0848  252460		occi@onomichi-cci.or.jp

				呉商工会議所		〒737-0029		呉市宝町１番１０号（呉市交通局本庁舎４階）		(0823)-21-0151		0823  255544		神津　善三朗 カミツゼンゾウロウ		中国化薬㈱代表取締役社長 チュウゴクカヤクダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		朝日　秀弘 アサヒヒデヒロ		大之木　捷太郎 オオノキタロウ		槙岡　敬人 マキオカケイヒト		鷹尾伏　彪 タカオフ				中野　正氣 ナカノマサキ										柳曽　隆行 ヤナギソタカユ				〒737-0045		呉市本通り４丁目７－１ ホンドオリチョウメ		(0823)-21-0151		0823  255544		info@kurecci.or.jp

				福山商工会議所		〒720-0067		福山市西町２－１０－１		(084)-921-2345		084 9220100		林　克士 ハヤシカツシ		鞆鉄道㈱代表取締役会長 トモテツドウダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		藤井　基博		占部　　誠		赤松　治美 アカマツハルミ		松本　茂太郎 マツモトシゲタロウ				石井　耕二										福永　重孝 フクナガシゲタカ				〒720-0067		福山市西町２－１０－１		(084)-921-2345		084 9220100		cci@fukuyama.or.jp

				三原商工会議所		〒723-8555		三原市皆実４－８－１		(0848)-62-6155		0848  625900		勝村　善博 カツムラゼンハク		三原テレビ放送(株)　代表取締役 カブ		三好　康莊 ミヨシヤスソウ		伊達　和仁 ダテカズジン		深山　隆一 フカヤマリュウイチ						平野　敬二 ヒラノケイジ										黒田　昌紀 クロタマサキ				〒723-8555		三原市皆実４－８－１		(0848)-62-6155		0848  625900		info@mhr-cci.or.jp

				府中商工会議所		〒726-0003		府中市元町４４５－１		(0847)-45-8200		0847  455110		北川　祐治 キタガワユウジ		(株)北川鉄工所  代表取締役社長 カブキタガワテッコウショダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		平田　光章 ヒラタミツアキ		岡崎　浩二 オカザキコウジ								和田　達雄 ワダタツオス										宮　睦明 ミヤムツアキ				〒726-0003		府中市元町４４５－１		(0847)-45-8200		0847  455110		info@fuchucci.or.jp

				三次商工会議所		〒728-0021		三次市三次町１８４３－１		(0824)-62-3125		0824  635200		細川　喜一郎 ホソカワキイチロウ		三次貨物運送（有）　代表取締役		倉石　浩誠 クライシヒロシマコト		佐藤　明寛 サトウアキヒロ								堀江　斎										八谷　尚幸				〒728-0021		三次市三次町１８４３－１		(0824)-62-3125		0824  635200		mcci@miyoshi-cci.or.jp

				庄原商工会議所		〒727-0011		庄原市東本町１－２－２２		(0824)-72-2121		0824  726608		長岡　廣樹		長岡商事㈱代表取締役社長 ナガオカショウジダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		佐々木　満 ササキミツル		土井　幹雄 ドイミキオ								堀江　勝 カ										栗部　秀道 クリベヒデミチ				〒727-0011		庄原市東本町１－２－２２		(0824)-72-2121		0824  726608		scci@shobara.or.jp		kuribe@shobara.or.jp

				大竹商工会議所		〒739-0612		大竹市油見３－１８－１１		(0827)-52-3105		0827  536311		望戸　清彦		三興化学工業㈱代表取締役社長		田渕　清文 タブチキヨフミ		西　慶之 ニシケイユキ								平野　雅紀 ヒラノマサキ										平野　雅紀 ヒラノマサキ				〒739-0612		大竹市油見３－１８－１１		(0827)-52-3105		0827  536311		otakecci@orange.ocn.ne.jp

				竹原商工会議所		〒725-0026		竹原市中央５－６－２８		(0846)-22-2424		0846  222038		山本　靜司		創建ホーム㈱代表取締役 ソウケンダイヒョウトリシマリヤク		木村　眞紀子 キムラマキコ		平　雄一郎 タイユウイチロウ								近藤　裕宣 コンドウユウノブ										中野　和彦 ナカノカズヒコ				〒725-0026		竹原市中央５－６－２８		(0846)-22-2424		0846  222038		info@takecci.net

				因島商工会議所		〒722-2323		尾道市因島土生町１８０９－２０		(0845)-22-2211		0845  226033		村上　祐司		因の島ガス㈱代表取締役 インシマダイヒョウトリシマリヤク		新川　征彦 シンカワマサヒコ		宮地　秀樹 ミヤチヒデキ								広田　耕三 ヒロタコウゾウ										田中　洋平 タナカヨウヘイ				〒722-2323		尾道市因島土生町１７６２－３８		(0845)-22-2211		0845  226033		info@cci.in-no-shima.jp

				東広島商工会議所		〒739-0025		東広島市西条中央７－２３－３５		(0824)-20-0301		0824  200309		木原　和由		(株)サタケ　専務取締役 カブ		奥本　松樹 オクモトマツキ		田中　祐太郎 タナカユウタロウ		大坪　義彦 オオツボヨシヒコ						末國　博文 スエクニヒロフミ										大原　一也 オオハラカズヤ				〒739-0025		東広島市西条中央7-23-35		(082)-420-0301		082　4200309		kaigisho@hhcci.or.jp

				廿日市商工会議所		〒738-0015		廿日市市本町５－１		(0829)-20-0021		0829  200022		細川　匡 ホソカワタダシ		デリカウイング㈱代表取締役会長兼社長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウケンシャチョウ		林　正史 ハヤシマサシ		渋谷　憲和 シブヤノリカズ		岩根　秀樹 イワネヒデキ						森川　奏治 モリカワカナジ										角井　隆 スミイタカシ				〒738-0015		廿日市市本町５－１		(0829)-20-0021		0829  200022		info@hacci.jp

		山口県 ヤマグチケン		下関商工会議所		〒750-8513		下関市南部町２１－１９		(0832)-22-3333		0832  224094		川上　康男 カワカミヤスオ		(株)長府製作所代表取締役会長 カブチョウフセイサクショダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		井上　正明		北村　徹 キタムラトオル		財満　寛 ザイマンヒロシ						冷泉　憲一										河向　英利 カワムヒデトシ				〒750-8513		下関市南部町２１－１９		(083)-222-3333		083   2224094		webmaster@shimonoseki.cci.or.jp

				宇部商工会議所		〒755-8558		宇部市松山町１－１６－１８		(0836)-31-0251		0836  223355		安部　研一 アベケンイチ		宇部マテリアルズ㈱相談役 ウベソウダンヤク		柳屋　芳雄		徳原　幹男		徳永　敦之						藤川　修三 フジカワシュウゾウ										栗原　清隆 クリハラキヨタカ				〒755-8558		宇部市松山町１－１６－１８		(0836)-31-0251		0836  223355		info@ubecci.or.jp
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中国地域の魅力 ～歴史を紡ぎ、未来に挑む～

「中国地域の魅力」は、中国地域の魅力や当局が支援しているプロジェクト等を地域
内外の方々に広く知っていただけるよう、職員自らによる企業の方への取材や文献調
査を通じて収集した情報を読みやすくまとめたものです。
本冊子により中国地域をこれまでと違った視点から深く知っていただくとともに、中
国地域で展開する当局の施策にも関心を持ち御活用いただく機会になれば幸いです。

目次
第１章 中国地域の概況
Ⅰ．経済の動向
Ⅱ．人の動き
コラム 人を呼び込む地域を創る

第２章 中国地域産業の系譜
序．先人の育みを生かし、未来に挑む
Ⅰ．技術を紡ぎ、個性を育む、美しき偶然

～デニム、多様化するマーケットへの挑戦！～
Ⅱ．たたら１４００年の歴史を継いで
Ⅲ．造船と関連産業の発展
Ⅳ．１５兆円産業の目指す未来

～スポーツで稼ぐ！
中国地域をスポーツ関連産業の集積地に！～

第３章 今、ここに注力！
Ⅰ．活力ある担い手を拡大する
Ⅱ．進化するものづくり
Ⅲ．人生１００年時代に向けた社会づくり
Ⅳ．魅力みがきとブランディング
Ⅴ．持続可能な地域づくり

資料編 ビジネス環境、研究・開発支援基盤、
管内立地企業情報
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