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制度名 問い合わせ先

制度名 問い合わせ先

■相談・指導・派遣
制度名 問い合わせ先

制度の概要

●広島県

各種助成金
雇用関係の各種助成金の情報を広島県雇用労働情報サイト「わーくわくネット
ひろしま」に掲載する。
「わーくわくネットひろしま」（ＵＲＬ）http://www.work2.pref.hiroshima.jp

広島県商工労働局雇用労働政策課
　ＴＥＬ：０８２－５１３－３４２４
　Mail:syokoyou@pref.hiroshima.lg.jp

地域建設産業活性化支援事業

（一財）建設業振興基金
　ＴＥＬ：０３－５４７３－４５７２
中国地方整備局　計画・建設産業課
　ＴＥＬ：０８２－２２１－９２３１

ヨイケンセツドッドコム 建設業振興基金が運営する建設業の支援事業・情報に関するポータルサイト

Ｊ－Ｎｅｔ２１
中小企業ビジネス支援ポータルサイト

制度の概要

中小・中堅建設企業の経営上の課題、技術的な課題について、各分野の専門
家から構成される「活性化支援アドバイザー」によるアドバイスを実施（初回無
料）。特に担い手確保・育成や生産性向上に関してはアドバイザーによる支援
チームの組成、計画策定まで継続支援。又計画実行の経費の一部を支援する
ステップアップ支援あり。
（注）支援を実施した建設企業の中から選定

ポータルサイト　http://www.yoi-kensetsu.com/kassei/

①既存の支援機関では十分に解決できない
地域の支援機関と連携しながら中小企業・小規模事業者が抱える売上拡大や
資金繰り等の経営課題に対して、ワンストップで対応するよろず支援拠点を各
都道府県に整備し、中小企業・小規模事業者の活性化を図ります。
②ミラサポ（ 支援ポータルサイト）により、時間・場所にとらわれずに自由に経
営・起業に関する情報交換や相談等ができる機能を提供します。
③中小企業からの高度・専門的な支援課題に対し、専門家を派遣して課題解
決を支援します。
●支援内容
・中小企業への専門家派遣　等

ミラサポ：https://www.mirasapo.jp/

■オンライン情報提供
制度の概要

ｅ－中小企業庁&ネットワーク
”ｅ－中小企業ネットマガジン”

中小企業経営者や創業予定者に対して、中小企業支援施策に関する豊富な情
報、経営に役立つメールマガジンを毎週水曜日に無料で配信

中小企業庁
　TEL：０３－３５０１－１５１１（代）
　http://www.chusho.meti.go.jp/

中小企業に関する施策等の情報が必要な中小企業者、創業予定者、中小企
業支援担当者等向けに「起業」「事業拡大」「経営改善」「支援情報」「資金調達」
「技術開発」の情報を入手できるポータルサイト

（独）中小企業基盤整備機構
販路支援部
　TEL：０３－５４７０－１５１９

Ｊ－Ｎｅｔ２１
　http://j-net21.smrj.go.jp/
中小企業庁のホームページ
　http://www.chusho.meti.go.jp/
からもアクセス可能

（一財）建設業振興基金
　TEL：０３－５４７３－４５７２
　http://www.yoi-kensetsu.com/

中小企業・小規模事業者ワンストップ
総合支援事業

中国経済産業局産業部中小企業課
　ＴＥＬ：０８２－２２４－５６６１
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制度名 問い合わせ先

制度名 問い合わせ先

制度名 問い合わせ先

０８５８－２３－６１３１

鳥取県　（公財）鳥取県産業振興機構
　　　　　　ＴＥＬ：０８５７－５２－６７０２
島根県　松江商工会議所
　　　　　　ＴＥＬ：０８５２－３２－０５０６
岡山県　（公財）岡山県産業振興財団
　　　　　　ＴＥＬ：０８６－２８６－９７０８
広島県　広島商工会議所
　　　　　　ＴＥＬ：０８２－５５５－９９９３
山口県　（公財）やまぐち産業振興財団
　　　　　　ＴＥＬ：０８３－９２２－３７００

倉吉市東昭和町２８６－２
（中国労金倉吉支店２階）

鳥取県商工労働部雇用人材総室労働
政策室
　ＴＥＬ：０８５７－２６－７２２４

名称

みなくる倉吉

都道府県ごとに設置された中小企業再生支援協議会において、常駐の専門家
が再生に関する相談を受け付け、助言や再生計画作りのお手伝い、金融機関
等との調整などの支援を行う。

中小企業再生支援協議会

鳥取県農林水産部経営支援課
　担い手育成担当
　ＴＥＬ：０８５７－２６－７２６９
　各地方事務所

企業等農業参入セミナー
企業が農業参入を検討するために必要な情報提供（各種制度、支援施策等）、
参入企業の現地視察等を実施

鳥取県農林水産部経営支援課
　担い手育成担当
　ＴＥＬ：０８５７－２６－７２６９

事業引継ぎ支援事業

所在地

企業の農業参入相談窓口

専門家による経営相談事業
中小企業支援に豊富な経験を有するアドバイザーが常駐し、皆様の経営・技術
に関する相談応答や情報提供を行います。

各総合事務所に、企業の農業参入相談に総合的に対応するための相談窓口
を設置

連絡先

みなくる鳥取

●島根県
制度の概要

経営力強化アドバイザー派遣事業

鳥取県　（公財）鳥取県産業振興機構
　　　　　　ＴＥＬ：０８５７－５２－６７０１
島根県　松江商工会議所
　　　　　　ＴＥＬ：０８５２－２３－０７０１
岡山県　（公財）岡山県産業振興財団
　　　　　　ＴＥＬ：０８６－２８６－９６８２
広島県　広島商工会議所
　　　　　　ＴＥＬ：０８２－５１１－５７８０
山口県　（公財）やまぐち産業振興財団
　　　　　　ＴＥＬ：０８３－９２２－９９３１

（独）中小企業基盤整備機構中国本部
経営支援部経営支援課
　ＴＥＬ：０８２－５０２－６５５５

後継者不在等の問題を抱える中小企業・小規模事業者に対して、創業希望者
など事業の引受けを希望する者とのマッチングを専門家（経験のある税理士、
金融機関ＯＢ等）が情報提供、法務・税務面での専門知識の提供により支援し
ます。

経営安定特別相談事業

連鎖倒産の危機や、資金繰りの目途が立たないなどの理由により経営難に直
面している中小企業の方が、全国の主要な商工会議所または都道府県商工会
連合会に設けられている「経営安定特別相談室」で専門家による経営立て直し
のための相談を無料で受けることができる。

経営内容が悪化している中小企業で、財務管理、生産管理、マーケティングな
ど経営の改善に関する専門的アドバイスを必要としている企業及び新分野進
出、事業承継等を検討している建設業者を対象に、専門家を派遣します。

島根県商工労働部中小企業課
　ＴＥＬ：０８５２－２２－６５５４
県内各商工会議所、商工会

●鳥取県
制度の概要

建設業新分野進出アドバイザー設置
事業

県内３ヶ所にアドバイザーを配置し、建設事業者及び建設関連事業者からの新
分野進出に関する問合せ・相談に対応するとともに、意識改革への啓発活動の
ため企業訪問を実施する。

制度の概要

鳥取県商工労働部経済産業総室
産業振興室
　ＴＥＬ：０８００－２００－９６８８
　アドバイザー直通
中部・西部総合事務所地域振興局

日本商工会議所
　ＴＥＬ：０３－３２８３－７８２３
全国商工会連合会
　ＴＥＬ：０３－６２６８－００８８

県内３か所に設置した鳥取県中小企業労働相談所「みなくる」で、賃金、労働時
間、解雇、退職など労働問題全般について、電話や面談等を実施

鳥取市天神町３０－５
（鳥取県労働会館２階）

０８５７－２５－３０００

みなくる米子
米子市東町１８９－２

（西部労働者福祉会館２階）
０８５９－３１－８７８５

（開所日）　月～金曜日（祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く）
＊みなくる鳥取及び米子は、交互に毎月第１土曜日（ただし５月は第２土曜日）
も開所
（相談時間）　９時３０分～１８時

労務管理改善助言事業
県内３地区に各１～２名配置した労務管理アドバイザー（社会保険労務士）を事
業所に派遣し、適切な労務管理に向けた助言、各種助成制度の紹介、職場環
境の改善に向けた啓発等を行う。

中小企業労働相談所設置事業
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制度名 問い合わせ先

制度名 問い合わせ先

制度名 問い合わせ先

(注１)休祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）は休み。
(注２)一般労働相談で受け付けた後、予約を受け付ける。

広島県中小企業・ベンチャー
総合支援センター事業

事業化・市場化などの企業の成長段階に応じた支援施策を展開し、産業活力
の源泉であるベンチャー企業等の育成を推進する。
・専門家派遣
・広島市域の一次相談窓口
　（広島西部地域の基礎的相談窓口業務は，広島市中小企業支援センターへ
移管）

広島県中小企業・ベンチャー
総合支援センター
　TEL:０８２－２４０－７７０１
　Mail:soudan@hiwave.or.jp

地域中小企業支援センター事業
経営革新等を支援する身近な拠点である地域中小企業支援センターにおい
て、各種専門知識を有するマネージャーによる窓口相談やアドバイザー派遣、
新事業活動促進のためのセミナー開催等を行う。

呉地域中小企業支援センター
　TEL:０８２３－２１－０１５１
尾道地域中小企業支援センター
　TEL:０８４８－２２－２１６５
福山地域中小企業支援センター
　TEL:０８４－９２１－８７３４
三次地域中小企業支援センター
　TEL:０８２４－６２－３１２５
東広島地域中小企業支援センター
　TEL:０８２－４２０－０３０３

月～金曜日(注１)
９時～１２時／１３時～１６時
ＴＥＬ：０１２０－５７０－２０７

月～金曜日(注１)
９時～１２時／１３時～１６時
ＴＥＬ：０１２０－５７０－２３７

特別労働相談
(弁護士相談）

　(注２)

奇数月第３水曜日
１３時～１５時

ＴＥＬ：０１２０－５７０－２０７

広島県商工労働局雇用労働政策課
　ＴＥＬ：０８２－５１３－３４１１
Mail:syokoyou@pref.hiroshima.lg.jp

名称・所在地 広島県労働相談コーナー
ひろしま

県庁東館３階
（広島市中区基町10-52）

広島県労働相談コーナー
ふくやま

福山庁舎第２庁舎１階
(福山市三吉町一丁目1-1）内容

一般労働相談

●山口県

●広島県
制度の概要

労働相談事業
（広島県労働相談コーナーの運営）

県内２か所の「広島県労働相談コーナー」で、賃金、労働時間、解雇、退職など
労働問題全般について、電話や面談での相談を受け付けるとともに、弁護士に
よる特別労働相談を実施する。

新事業分野開拓事業者認定制度

中小企業の販路開拓を支援するため、「新商品の生産によって新たな事業分
野の開拓を図る事業者」の認定を行い、中小企業者が生産する新商品の調達
機会を拡大する。
・認定を受けた事業者が生産する新商品→県の機関が買い入れる際、競争の
方法によらず随意契約を行う。

広島県商工労働局
　　イノベーション推進チーム
　TEL:０８２－５１３－３３５５～５７
Mail:syoinnov@pref.hiroshima.lg.jp

山口県中小企業支援センター
　((公財)やまぐち産業振興財団）
　TEL:０８３－９２２－３７００

専門家派遣事業
経営革新等を行い経営の向上を図る中小企業者等又は創業予定者が抱える
様々な問題に対して、専門家を派遣し適切な支援を行う。

制度の概要

就農相談窓口
（就農・就業相談窓口整備事業）

離職者等に対し、就農の相談窓口の設置を行う。 （公財）岡山県農林漁業担い手育成財
団
　ＴＥＬ：０８６－２２６－７４２３
岡山県農業会議
　ＴＥＬ：０８６－２３４－１０９３

農業体験研修・農業実務研修
（就農促進トータルサポート事業）

就農希望者に対し、先進農家等での農業体験研修及び研修費を支給する２年
以内の実務研修を行う。

偶数月第３水曜日
１３時～１５時

ＴＥＬ：０１２０－５７０－２３７

建設業新分野進出支援コーナー
土木建築事務所及び監理課に支援コーナーを設置し、相談内容に応じて情報
提供、関係機関の紹介を行う。

山口県土木建築部監理課
　TEL:０８３－９３３－３６２９
各土木建築事務所

●岡山県

制度の概要

総合相談体制整備事業
事業を始めようとする人や事業の見直しを図ろうとする中小企業等の様々な相
談・助言等を行う。

相談窓口の設置
県民局建設部に相談窓口を設置し、公共事業の執行についての相談に応じる
とともに、経営支援や新分野への進出、研修などについては、産業労働部や関
連団体など、適切な相談支援窓口を紹介する。

各県民局建設部相談窓口
岡山県土木部監理課
　ＴＥＬ：０８６－２２６－７４６３
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