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大分県内の中小企業・小規模事業者のみなさまへ 

 

大分県では、中小企業・小規模事業者に元気に活躍してもらうた

め「大分県中小企業活性化条例」を制定しています。さらに毎年「お

おいた産業活力創造戦略」を策定し、これらに基づき中小企業・小

規模事業者を支援する様々な施策を実施しています。 

こうした施策を県内３万４千を超える中小企業・小規模事業者の

隅々にまで伝え、そのお役に立てていただきたい、そうした思いか

ら、県では毎年「中小企業等支援施策ガイドブック」を作成してお

ります。 

 

本ガイドブックは、誰のための、どんなサービスかが一目でわか

るよう、各施策にはそれぞれ見出しをつけています。また、県や国

だけでなく、みなさまに最も身近な存在である市町村の施策も記載

しています。さらに、施策は補助金、商談会、研修などサービスの

種類ごとに整理したうえで、「補助金・融資編」、「各種サービス編」

の２冊にわけて編集しております。 

 

 併せて、ＷＥＢ上で本ガイドブックの電子版や、支援施策の最新

情報をご確認いただけるよう、県の商工労働施策のポータルサイト

を設置しております。http://www.pref.oita.jp/site/sme/ 

（「おおいた商工労働ポータル」で検索！） 

 

 本ガイドブックが、県内の中小企業・小規模事業者のみなさまの

飛躍・成長、あるいは地域を支える存在としての持続的発展の一助

となりましたなら幸いでございます 

 

平成３1 年３月 大分県商工労働部 
 



実施者 事業名 ページ

経営全般 商工
団体

小規模事業支援事業・組合育成指導事業 1

国 大分県よろず支援拠点 1

国 消費税軽減税率対応窓口相談等 2

県 BCP策定支援窓口 3

県 大分県ＱＣサークル活動支援企業会 3

創　業 県 おおいたスタートアップセンター 4

大分市 創業・経営等相談窓口 4

別府市 一般社団法人別府市産業連携・協働プラット
フォームB-biz LINK 5

日田市 日田市ビジネスサポートセンター 5

豊後
高田市

創業相談窓口 6

宇佐市 創業・起業ワンストップ相談窓口事業 6

臼杵市 空き店舗バンク 7

臼杵市 創業相談窓口 7

事業承継 国 大分県事業引継ぎ支援センター 8

県 事業承継における税制相談窓口 8

技術 県 技術指導・試験事業 9

県 技術指導・試験事業 9

県 技術指導・試験事業 9

販路開拓 県 技術力向上・人材育成事業 10

県 県産品販路開拓支援事業（販路開拓アドバ
イザー活用） 10

県 坐来大分スタッフによる食材等の商品評価 11

国 貿易投資相談 11

国 国際化相談窓口 12

も　    く　    じ

小規模事業者の経営課題解決へアドバイスします

「技術」に関する相談に無料で応じます

ＱＣサークル活動をはじめ改善活動に関するご相談を承ります

各種試験・分析のお手伝いをします

「計量」に関する相談に無料で応じます

自動車関連企業の取引に関する相談を承ります

大分の食品を第一線のバイヤーに売り込みたい企業をアドバイザーが
サポートします
県産食材や加工品を首都圏に売り込みたい生産者へアドバイスしま
す

各種相談

中小企業・小規模事業者の経営相談に無料でお応えします

消費税軽減税率・転嫁対策に関するお悩みはありませんか

別府市内での起業・創業等に関する相談を承ります

災害に備える計画づくりに関するご相談を承ります

創業に関することは何でもご相談ください

大分市内での創業や経営に関する相談を承ります

日田市内の中小企業や創業希望者のワンストップ相談窓口

海外との取引を始めたい方、ご相談ください

あなたの“夢をかたちに”創業相談窓口を開設しています

宇佐市内での創業・起業を応援する窓口を開設しています

会社を存続するかどうかお悩みの経営者のご相談を承ります

海外展開のアドバイスを行います

会社を引き継ぐ際の税金や金融支援に関するご相談を承ります

意欲ある新規出店希望者を「空き店舗バンク」で応援

臼杵市内での創業・起業を支援します

エリア
限定



実施者 事業名 ページ

雇用労働 県 大分県ＱＣサークル活動支援企業会 13

県 労働相談窓口 14

県 ＵＩＪターン就職等支援強化事業 15

県 ジョブカフェおおいた 15

県 大分県中高年齢者就業支援センター 16

県 シニア雇用推進オフィス・大分県シニア雇用推
進協議会 16

国 大分働き方改革推進支援センター 17

国 中小企業基盤整備機構による専門家派遣事業
(ハンズオン支援事業) 18

県 販路開拓アドバイザー活用事業 19

県 中小企業支援センター（アドバイザー派遣事
業） 20

県 グッドデザイン商品創出支援事業 21

県 医療機器開発専門家派遣事業 22

県 ハラル認証取得支援事業 23

県 新エネ・省エネ設備導入相談窓口 23

県 自動車関連産業新規参入促進事業 23

県 土産品販売力強化　現場指導 24

国 まちづくり・中心市街地活性化支援 25

国 全国商店街支援センター事業 26

国 働き方・休み方改善コンサルタント派遣 27

国 高年齢者雇用アドバイザー 27

土産品の販売力強化をサポートします

働き方・休み方の改善に取り組む企業へコンサルタントを派遣します

就職を目指す若者と企業の人材確保を応援します

中高年求職者の求職活動をサポートします

働き方改革に取り組む企業をサポートします

採用に苦戦している企業、UIJターン就職先を探している人、ご相談
ください

高年齢者雇用の条件整備お手伝いするアドバイザーを派遣します

ＱＣサークル活動をはじめ改善活動に関するご相談を承ります

商品のブラッシュアップ＆新たな販路開拓を目指す小規模事業者を支援し
ます

職場や仕事上のトラブル・悩みごとなら県庁の労働110番へ

シニア雇用に関する情報をお届けしています

専門家派遣

新エネ・省エネの設備導入のご相談を承ります

自動車関連企業へ現場改善技術アドバイザーを派遣します

専門家をあなたの会社に継続派遣し、経営問題の解決に向けてサ
ポート

経営課題を解決する専門家を派遣します

デザインの活用で売れる商品作りを支援します

ハラル食品の認証取得をサポートします

医療機器製造に必要な規制対応等の個別指導を行います

中心市街地の商業活性化をサポートします

地域とともに活躍する商店街を応援します



実施者 事業名 ページ

県 ドローン産業振興事業 28

県 取引拡大事業 29

県 販路開拓事業 29

県 本郷展示会・医療機器メーカーとのマッチング会 30

県 展示会出展補助・支援事業 30

県 大規模展示会（ファベックス）出展支援事業 31

県 県産品販路開拓支援事業（イベント開催） 32

県 県産品販路開拓支援事業（ターゲット別マッ
チング商談会） 32

県 おんせん県おおいたオンラインショップ 33

県 県産加工食品海外展開支援事業（海外見
本市出展等） 33

県 県産加工食品海外展開支援事業（海外バイ
ヤー招聘商談会） 34

県 ドローン産業振興事業 35

県 知財ビジネスマッチングinおおいた 35

県 マッチング事業 36

県 ニーズ探索交流会 36

県 中小企業支援センター（下請企業等振興事
業） 37

国 ビジネスマッチングサイト事業「J-Good Tech
（ジェグテック）」 37

県 クリエイティブ・プラットフォーム構築事業 38

県 大分ものづくり産学官魅力発信事業
（テクノピッチ、“産”観日） 39

県 UIJターン就職等支援強化事業、おおいた学
生県内就職応援事業 40

県 「大分県インターンシップなび」登録企業の募集 41

県 在宅ワークマッチング交流会 42

県 障がい者職場実習・定着サポート事業 43

県 障がい者委託訓練（就労訓練科） 43

日田市 企業合同面談交流会「ジョブカフェ・ビジネス合
コン」 44

中津市 中津市人材バンク事業 45

取引先の紹介・あっせんを行います

貴社の技術や製品を大手企業や海外企業につなぎます

在宅ワークを活用したい企業の皆様へ

大分の食品や工芸品を福岡に売り込みたい企業を応援します

大分の食品を第一線のバイヤーに売り込みたい企業に商談の場を提
供します

自動車関連展示商談会への出展を支援します

ビジネスマッチング

ものづくり企業の魅力を工業系学生にPRする場を提供します

国内外の半導体関連大規模展示会への出展を支援します

県公式の通販サイトによって県産品の販路開拓を支援します

大分の食品を海外のバイヤーに売り込みたい企業に商談の場を提供
します

医療機器メーカーとの取引拡大を図りたい企業を応援します

新商品・新技術の開発に大企業の特許を活用しませんか

県内の食品加工企業とその商品を全国へPRします

大分の食品を海外に売り込みたい企業を応援します

待ちの求人より、攻めの求人で人財を獲得　 日田市 

商談会・展示会

医療、福祉、看護関係者と県内企業の交流の場を提供します

人材マッチング

医療・福祉機器の販路拡大を図りたい企業を応援します

学生のインターンシップ受け入れを支援します

資格を持つ求職者と有資格者を求める事業所をマッチング　 中津
市 

障がい者の雇入れ体験を実施してみませんか

障がい者の職業訓練を受け入れてみませんか

ドローン関連機器・サービスの展示会への出展を支援します

様々なクリエイティブ人材をご紹介します

ドローンの生産や研究開発を支援するマッチングを行います

企業の将来を担う若者の採用活動を応援します

食品製造業のニーズに応じたマッチングを行います

エリア限定



実施者 事業名 ページ

経営全般 県 中小企業支援センター 46

県 大分県ＱＣサークル活動支援企業会主催セミ
ナー・講演会等 47

県 BCPに関する普及啓発セミナー 47

県 ２１世紀商業創造スペシャリスト養成事業 48

県 宿泊施設生産性向上セミナー 49

県 土産品販売スキル向上セミナー 50

県 土産品ＰＯＰ作成スキル向上セミナー 50

県 集客力向上Ｗｅｂページ改善講座 51

県 県内クリエイター等スキルアップ事業 52

創　業 県 おおいたスタートアップセンターでの各種セミナー 53

県 成長支援特化型プログラム「大分春日塾」 54

県 女性起業家創出促進事業 54

創　業 県 留学生スタートアップ支援事業 55

県 インキュベーション施設間の連携加速化 55

大分市 大分市産業活性化プラザセミナー 56

佐伯市 佐伯市創業セミナー 56

臼杵市で創業を目指す方へのセミナーを開催します 臼杵市 臼杵市創業支援セミナー 57

集客力の高いＷｅｂページづくりを支援します

土産品店の販売員の接客スキル向上を支援します

土産品店のＰＯＰ作成技術の向上を支援します

県内に在住するクリエイティブ人材のスキルアップを図ります

旅館・ホテルの経営戦略や業務改善のノウハウが手に入ります

留学生の県内での起業を支援します

社員のレベルアップを図る様々な研修を実施しています

セミナー・研修

女性の創業を手厚くサポートします

ＱＣサークル活動など改善活動や人材育成に関する知識を習得で
きます

豊の国商人塾 第３３期生を募集します

成長を目指す起業家を集中的に応援します

県内インキュベーション施設と連携して創業者を支援します

創業や経営に役立つセミナーを開催しています　 大分市 

災害に備える計画づくりについて勉強してみませんか

創業に関する様々なセミナーを実施しています

佐伯市で創業を目指す方へのセミナーを開催します

セミナー・研修

エリア
限定



実施者 事業名 ページ

技　術・
製品開 県 〝OITA4.0〟推進フォーラム（仮称） 58

県 人手不足時代に対応した業務効率化セミナー
（仮称） 58

県 スマート工場主導人材育成研修 58

県 おおいたＩＴ人材塾 59

県 情報セキュリティマネジメントセミナー及び資格取
得対策講座 59

県 ドローン産業振興事業 60

県 半導体基礎講座、技術セミナー、トップセミナー 60

県 食品加工リーダー研修会 61

県 ＨＡＣＣＰ制度化に向けた取組 61

県 現場改善セミナー 62

県 金型保全技術者育成講座 62

県 大分ものづくり未来塾（若手技術者育成研
修） 63

県 技術指導・試験事業 63

県 ものづくり・サービス業連携セミナー 64

県 在職者技能向上セミナー(高等技術専門校及
び竹工芸訓練センター） 65

大分市 産学交流サロン 66

販路開拓 国 貿易・投資等セミナー 67

社内のＩＴ技術者の人的ネットワークを広げてみませんか

世界のトレンド「スマート工場化」に取り組みたい企業やベンダー向け
の研修です

ものづくり企業の現場リーダーを育成する研修を開催します

貿易や海外投資のポイントをお伝えします

自動車関連企業の製造現場で働くみなさま向けのセミナーを開催し
ます

金型の長寿命化を実現する保全技術者を養成します

ITの仕事への役立て方を、お近くの地域で、わかりやすくお伝えします

IoT、AI、ロボットなど革新的技術に関する県内外の動向をお伝えし
ます

ドローンに関する様々な知識や操縦方法を学んでみませんか

制度化されたＨＡＣＣＰに基づく衛生管理を導入されましたか

企業の社員向けに技能向上セミナーを開催しています（高等技術
専門校）

IoT時代に向け会社の情報セキュリティ対策を強化しませんか

産学による共同研究・共同開発のきっかけづくりを応援します 大分
市 

製造・加工現場のリーダーを育成する研修会を開催します

半導体の基礎から世界の動向まで幅広い情報を提供します

技術向上、企業の業績向上のヒントをお伝えします

ものづくり企業とサービス事業者の連携を促進するセミナーを開催しま
す

エリア限定



実施者 事業名 ページ

雇用労働 県 「おおいた働き方改革」経営者勉強会 68

県 働き方改革推進リーダー養成講座 68

県 ワークルール出前講座 69

県 在宅ワーク活用セミナー 69

県 知的財産創出支援事業 70

県 「おおいた働き方改革」推進優良企業表彰 71

国 えるぼし認定 72

国 くるみん認定 73

県 おおいた子育て応援団「しごと子育てサポート企
業」認証制度 74

宇佐市 うさし子育て応援企業認証制度 75

国 健康経営事業所登録・認定制度／優秀健康
経営事業所知事顕彰 76

国 ユースエール認定制度 77

県 物産検索システム「物産おおいた」 78

県 労働情報ページ「おおいたの労働」 79

中津市 中津市企業情報提供サイト 80

日出町 中小企業情報発信事業 80

県 研究開発事業（企業ニーズ対応型研究事
業） 81

県 技術指導・試験事業 81

県 技能検定試験 82

大分市 大分市産業活性化プラザ　創業支援ルーム 83

国 小規模企業共済 84

国 経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共
済） 84

国 中小企業勤労者福祉サービスセンター 85

若者が受検する技能検定受検料が減額されています

大分市内の創業者をハード・ソフトの両面から支援します

認定・表彰

認定・表彰

情報発信

その他

在宅ワークの活用を検討してみませんか

働き方を見直して、生産性の向上、優秀な人材の確保・定着につな
げる

福利厚生おまかせください 社員の豊かで充実した生活をサポートし
ます

働きやすい職場環境づくりに取り組む企業を表彰します

女性活躍推進企業を国が認定します

子育てサポートが充実している企業を国が認定します

求む“新アイデア”　特許チャレンジコンテスト

「経営者の退職金制度」に加入しませんか

「もしも」のときの資金調達手段を用意しませんか

産業科学技術センターの研究員と共同研究を行ってみませんか

製品や部品の分析・加工に役立つ設備機器をお貸しします

大分県産の商品情報を全国・世界へ発信します

身近な労働関連情報はＨＰ「おおいたの労働」へ

あなたの会社を中津市がPRします

日出町にある企業の魅力をPRします

子育てサポートが充実している企業を県が認証します

子育てと仕事の両立支援に取り組む企業を宇佐市が認定します

従業員の健康づくりに積極的に取り組む事業所を認定、表彰します

若者の採用、育成に熱心な中小企業を国が認定します

労働問題に関する出前講座です（無料）

エリア限定

エリア
限定

エリア限定



相談 小規模事業支援事業・組合育成指導事業

対象者 県内の小規模事業者等

内容

（小規模事業支援事業）
県内の小規模事業者や創業予定者が抱えている様々な経営課題（融
資・経営安定・販路拡大等）に対して適切な助言を行うため、県内
の商工会、商工会議所に経営指導員等を配置し、会員・非会員を問
わず相談に応じています。
（組合育成指導事業）
協同組合等の中小企業団体の設立、管理、事業運営についての適切
な助言等を行うため、大分県中小企業団体に指導員等を配置し、会
員・非会員を問わず相談に応じています。

費用 無料

窓口設置場所

利用時間 ９：００～１７：００

問合せ先 最寄りの商工団体まで

相談 大分県よろず支援拠点

対象者 創業予定者、個人事業者、小規模事業者、中小企業者

内容

・売上拡大や資金繰り改善、知財活用など、様々な経営課題につい
てご相談をお受けする、国が設置した経営相談所です。
・各ジャンルの専門家が具体的な解決方法を提案し、提案後もしっ
かりサポートいたします。

費用 無料

窓口設置場所
（公財）大分県産業創造機構
大分市東春日町１７－２０ソフトパークセンタービル２Ｆ

利用時間 ９：００～１７：００（月～土）

申込先
問合せ先

大分県よろず支援拠点
〒８７０－００３７
大分市東春日町１７－２０ソフトパークセンタービル２Ｆ
TEL097-537-2837　FAX097-534-4320

小規模事業者の経営課題解決へアドバイスします 

中小企業・小規模事業者の経営相談に無料でお応えします
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相談 消費税軽減税率対応窓口相談等

対象者 中小企業・小規模事業者、消費者

内容

２０１９年１０月からの消費税軽減税率制度の導入に当たって、中小企業・
小規模事業者にとって納税事務や商品管理における事務負担の増大が見込ま
れるため、相談窓口を設置し、中小企業・小規模事業者が円滑に消費税軽減
税率制度に対応できるよう支援します。

費用 無料

利用時間 ９：００～１７：００

申込先
問合せ先

大分県商工労働部商工労働企画課
０９７－５０６－３２１５
http://www.pref.oita.jp/site/sme/keigenzei312.html

消費税軽減税率・転嫁対策に関するお悩みはありませんか 

窓口設置場所

◎加えて、各商工会議所・商工会・中小企業団体中央会でも事業者向け窓口を設置していますので
最寄りの窓口をご利用ください。

担当課名 電話番号

価格転嫁について全般的な相談窓口
(下記の窓口を除く) 商工労働部　商工労働企画課 ０９７－５０６－３２１５

※以下の業種については下記担当課が所管
建設業
浄化槽工事業
解体工事業
宅地建物取引業 土木建築部　建築住宅課 ０９７－５０６－４６８２
不動産鑑定業 土木建築部　都市・まちづくり推進課 ０９７－５０６－４６５１

軽減税率・インボイス等に関すること 総務部　税務課 ０９７－５０６－２３８４

○消費税の転嫁を阻害する表示行為に
関するもの
○消費税の表示（総額表示、外税表
示、内税表示等）に関するもの

窓口名 電話番号

○軽減税率対応レジ補助金 軽減税率対策補助金事務局 ０１２０－３９８－１１１
https://kzt-hojo.jp/

○キャッシュレス・消費者還元事業 ポイント還元問合せ窓口 ０５７０－０００－６５５
　（中小企業・小規模事業者向け） https://cashless.go.jp

○消費税転嫁対策等に関する相談
（全般）

内閣府　消費税価格転嫁等　総合相談セン
ター

０５７０－２００－１２３

○消費税の転嫁等に係る取引上の相談 下請かけこみ寺　大分県窓口 ０９７－５３４－５０１９
　(公財)大分県産業創造機構
https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/index.htm

【県の窓口】

【国の窓口】
内容
国の支援制度について

その他窓口

税制度について

生活環境部　大分県消費生活・男女共同参
画プラザ

０９７－５３４－２０３８

土木建築部　土木建築企画課 ０９７－５０６－４５１６

価格転嫁について
内容

消費者の方向け相談窓口
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相談 BCP策定支援窓口

対象者 BCP策定に関心や悩みを持つ県内企業

内容

担当者が、窓口にて下記の支援を行います。
・BCPについての説明、相談対応
・BCPセミナー・ワークショップ等の案内
・BCP策定支援（支援先の紹介）

※BCP…自然災害などで緊急事態に遭遇した場合の事業を継続する
方法や段取りなどをあらかじめ取り決めておく計画

費用 無料

窓口設置場所
大分県商工労働部経営創造・金融課
金融・再生支援班（県庁本館７階）

利用時間
８：３０～１７：１５
（土・日・祝祭日、年末年始（12/29～1/3）を除く）

申込先
問合せ先

大分県商工労働部経営創造・金融課
金融・再生支援班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3226　FAX 097-506-1882

相談 大分県ＱＣサークル活動支援企業会

対象者 大分県ＱＣサークル活動支援企業会会員及び新規加入希望の企業

内容

品質管理などの専門指導士が、ＱＣサークル活動や改善活動に関す
る悩みごとなどのご相談に応じます。
※ただし、専門指導士は常駐していませんので、ご相談を希望され
る場合は、事前に下記の事務局にご連絡ください。

費用 無料（だたし、個別に指導を行う際は費用が発生します）

窓口設置場所
大分県ＱＣサークル活動支援企業会事務局
（大分県立工科短期大学校企業連携・交流室内）

利用時間
８：３０～１７：１５
（土・日・祝祭日、年末年始（１２／２９～１／３）を除く）

申込先
問合せ先

大分県ＱＣサークル活動支援企業会事務局
〒871-0006　中津市東浜407-27  大分県立工科短期大学校
企業連携・交流室内
TEL0979-23-5500  FAX0979-23-7001
e-mail  skillup@oita-it.ac.jp

災害に備える計画づくりに関するご相談を承ります

ＱＣサークル活動をはじめ改善活動に関するご相談を承ります
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相談 おおいたスタートアップセンター

対象者 創業希望者、創業後５年未満の個人事業主・企業、創業支援関係者等

内容

経験豊富な支援スタッフが以下の相談に応じます。
・創業に向けたビジネスプランづくり（資金計画含む）
・創業後の課題の解決方法
・各種補助金の情報提供、計画策定支援
・創業希望者等と創業支援者との関係づくり
・交流スペースの利用　等

費用 無料

窓口設置場所
（公財）大分県産業創造機構　おおいたスタートアップセンター
大分市東春日町17番20号大分第2ソフィアプラザビル5階

利用時間 平日9:00～17:00　※事前予約制

申込先
問合せ先

（公財）大分県産業創造機構　おおいたスタートアップセンター
〒870-0037　大分市東春日町17番20号
　　　　　　　  大分第2ソフィアプラザビル5階
TEL 097-534-2755
大分県商工労働部経営創造・金融課経営創造班(県庁舎本館７階)
TEL 097-506-3232

相談 創業・経営等相談窓口

対象者
①大分市内の企業で働く方、創業を志す方
②創業支援ルーム入居者

内容

創業に関する相談や中小企業者等の経営、人材、情報化、技術等の
様々な課題や悩みに関する相談について、インキュベーションマネー
ジャーや中小企業診断士等の専門の相談員が次の支援を行います。
①創業、新規事業等の相談・支援
②経営面、財務面等に関する情報提供
③経営上の問題点の整理、問題解決のための手法の提案
④経営、人材、情報化、技術等の課題に関する助言

費用 無料

窓口設置場所
大分市産業活性化プラザ
大分市金池南一丁目5番1号（J:COMホルトホール大分2階）

利用時間

９：００～２０：００
（休館日：毎月第2月曜日・第4月曜日、年末年始（12/28～1/3）
を除く）※相談員と相談日時については下記のホームページにてご確
認ください。
http://sangyo.horutohall-oita.jp/

申込先
問合せ先

大分市産業活性化プラザ
〒870-8504
大分市金池南一丁目5番1号（J:COMホルトホール大分2階）
TEL：097-576-8879　　FAX：097-544-3011
メールアドレス：plaza-event@horutohall.jp

創業に関することは何でもご相談ください

大分市内での創業や経営に関する相談を承ります
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相談 一般社団法人別府市産業連携・協働プラットフォームB-biz LINK

対象者 別府で起業を目指す方、新規事業やビジネス展開をお考えの方

内容

①起業・創業に関すること
②別府に住む学生（若者）と企業の理解を促進し、雇用の課題解決を図
ります。相談後、フォローアップも行います
③学生、起業家、都市部企業等を結ぶコワーキングスペースの運営
④雇用・起業・創業等、ビジネスに関するセミナー等の開催

費用 無料

窓口設置場所
一般社団法人別府市産業連携・協働プラットフォームB-biz LINK
別府市末広町1番3号　南部児童館2階

利用時間 平日9:00～17:00

申込先
問合せ先

一般社団法人別府市産業連携・協働プラットフォームB-biz LINK
別府市末広町1番3号　南部児童館2階
TEL 0977-76-5205
Eメール  info@b-bizlink.or.jp

相談 日田市ビジネスサポートセンター

対象者 日田市内の中小企業者及び創業希望者

内容

中小企業者の経営に関するあらゆる悩みや、これから新しい事業にチャ
レンジする創業希望者の創業計画、資金調達などの相談支援を行う窓口
です。相談は、中小企業診断士等のコーディネーターがアドバイスなど
の支援を行います。

費用 無料

窓口設置場所 日田市三本松２丁目３－１（日田玖珠地域産業振興センター内）

利用時間
午前９時から午後５時　火曜日から土曜日
相談申込は日田市ビジネスサポートセンターにお電話（℡0973 28
 5520）でお申し込みください。

申込先
問合せ先

日田市商工観光部商工労政課　地域産業支援係
〒87７-８６０１
日田市田島２丁目６－１
TEL 097３-２２-８２３９　FAX 097３-２２-８２４６

別府市内での起業・創業等に関する相談を承ります

日田市内の中小企業や創業希望者のワンストップ相談窓口
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相談 創業相談窓口

対象者
これから創業される方
創業して、経営を始められた方

内容

国の認定を受けた創業支援事業計画に基づき、市内の創業支援機関
（商工団体や金融機関等）と連携し、創業時における支援を行うた
め、創業相談窓口を開設しました。

創業相談窓口では、次の相談等をお受けいたします。

■創業に関する相談
■融資制度や補助金などの公的支援制度の紹介
■相談に内容応じて、創業支援機関を紹介
■創業支援セミナーや経営指導・専門家派遣等の案内
■特定創業支援※の証明書の発行

　※特定創業支援とは、創業支援機関が行う特定の創業支援で、こ
の支援を置けた場合、各種の支援措置が講じられます。

費用 無料

窓口設置場所 豊後高田市役所　高田庁舎本館２階　商工観光課内

利用時間 （平日）８：３０～１７：００（祝休日、年末年始除く）

申込先
問合せ先

豊後高田市商工観光課　０９７８－２２－３１００

相談 創業・起業ワンストップ相談窓口事業

対象者

●新たに事業を始めたい方
●創業のアイデアを具体化したい方
●新製品・新商品を開発したい方
●地域資源を活用した６次産業化に取り組みたい方
●資金計画を立てたい、融資制度を知りたい方　など

内容
インキュベーション・マネージャーが各種相談をお受けします。
また、他の創業支援機関と連携して創業希望者を支援します。

費用 無料

窓口設置場所 宇佐市役所　商工振興課　商工労政係内

利用時間 ８時３０分～１７時（平日のみ）

申込先
問合せ先

宇佐市　商工振興課　商工労政係
Ｔｅｌ．０９７８－２７－８１６８
Ｆａｘ．０９７８－３２－２３２７

あなたの“夢をかたちに”創業相談窓口を開設しています 豊後高田市 

宇佐市内での創業・起業を応援する窓口を開設しています 
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相談 空き店舗バンク

対象者 創業予定者、新たな出店先を探している方など

内容

臼杵市内の空き店舗所有者とのマッチングを行い、新規出店希望者
をサポートします。

・空き店舗の情報提供
・空き店舗の見学
・空き店舗所有者との連絡調整
・契約のサポート

詳しくは臼杵市ＨＰをご覧ください。
http://www.city.usuki.oita.jp/

費用 無料

窓口設置場所 臼杵市役所　産業促進課内

利用時間 ８時３０分～１７時１５分（平日のみ）

申込先
問合せ先

臼杵市 産業促進課
TEL 0972-63-1111　FAX 0972-64-0203

相談 創業相談窓口

対象者 創業予定者、創業して間もない方など

内容

インキュベーション・マネージャーが各種相談をお受けします。

・創業に関する相談
・融資制度や補助金などの公的支援制度の紹介
・相談に内容応じて、創業支援機関を紹介
・創業支援セミナーや経営指導・専門家派遣等の案内
・特定創業支援の証明書の発行

費用 無料

窓口設置場所 臼杵市役所　産業促進課内

利用時間 ８時３０分～１７時１５分（平日のみ）

申込先
問合せ先

臼杵市 産業促進課
TEL 0972-63-1111　FAX 0972-64-0203

意欲ある新規出店希望者を「空き店舗バンク」で応援 

臼杵市内での創業・起業を支援します 
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相談 大分県事業引継ぎ支援センター

対象者
中小企業者（法人・個人）の方で、
①M＆Aや親族・従業員による承継など事業引継ぎに関心がある方
②今後、事業を継続するかどうか悩んでいる方

内容

　事業の継続や承継、譲渡・譲受に関するご相談に専門家がきめ細かく
アドバイス等を行います。
　相談の中で事業引継ぎ可能性があり、譲渡先・譲受先の紹介を希望さ
れる場合には、仲介機関の紹介等を行います（仲介機関との契約による
手数料が発生します）。
　また、当センター内に設置された後継者人材バンクにより、UIJター
ン希望者や創業希望者を、後継者候補として紹介等を行います。
　なお、相談に当たる専門家、仲介機関等には守秘義務を課します。
　その他ご不明な点は、電話にてお気軽にお尋ね下さい。

費用 無料

窓口設置場所 大分県事業引継ぎ支援センター

利用時間
８：３０～１７：１５
（土・日・祝祭日、年末年始（12/29～1/3）を除く）

申込先
問合せ先

〒８７０－００２６
大分市金池町３－１－６４　大分県中小企業会館5階
大分県事業引継ぎ支援センター
　　　　　　　　TEL　   ０９７－５８５－５０１０
　　　　　　　　FAX　  ０９７－５８５－５０１１
　　　　　　　　メール　oita-hikitsugi@royal.ocn.ne.jp
               　　    HP　　  https://hikitsugi.oita-shokokai.or.jp/

相談 事業承継における税制相談窓口

対象者 事業承継に伴う相続税・贈与税に関する悩みを持つ県内中小企業

内容

事業承継税制の制度内容や認定要件、申請方法等についての相談。
１事業承継税制の認定を受けた法人(中小企業)は、自社の非上場株式の
　相続税・贈与税の納税が猶予されます。
　・2018年1月1日～2027年12月31日までの時限措置です。
　・納税額の全額(100％）が猶予されます。
２事業承継税制の認定を受けた個人事業主は、事業を行うために必要な
　事業用資産（※）に係る相続税・贈与税の納税が猶予されます。
　※土地、建物、機械、器具備品、車両、運搬具等
　・2019年1月1日～2028年12月31日までの時限措置です。
　・納税額の全額（100％）が猶予されます。

費用 無料

窓口設置場所
大分県商工労働部経営創造・金融課
金融・再生支援班（県庁本館７階）

利用時間
８：３０～１７：１５
（土・日・祝祭日、年末年始（12/29～1/3）を除く）

申込先
問合せ先

大分県商工労働部経営創造・金融課
金融・再生支援班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3226　FAX 097-506-1882

会社を存続するかどうかお悩みの経営者のご相談を承ります

会社を引き継ぐ際の税金や金融支援に関するご相談を承ります
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相談 技術指導・試験事業

対象者 大分県内の事業者・創業を目指す方など

内容
技術的な相談
　企業内の技術的な課題や疑問に無料でご相談に応じています。

費用 無料

窓口設置場所
大分県産業科学技術センター　企画連携担当
　〒８７０－１１１７　大分市高江西１－４３６１－１０

利用時間
８：３０～１７：００
（土・日・祝祭日、年末年始（12/29～1/3）を除く）

申込先
問合せ先

大分県産業科学技術センター　企画連携担当
　〒８７０－１１１７　大分市高江西１－４３６１－１０
　 ＴＥＬ：097-596-7101　 ＦＡＸ：097-596-7110
　 HP：http://www.oita-ri.jp　　E-mail：info@oita-ri.jp

相談 技術指導・試験事業

対象者 大分県内の事業者・創業を目指す方など

内容
依頼分析・試験
　化学分析や材料試験などを実施し、試験書を発行します。

費用 有料（分析項目毎に料金が異なります）

窓口設置場所
大分県産業科学技術センター　企画連携担当
　〒８７０－１１１７　大分市高江西１－４３６１－１０

利用時間
８：３０～１７：００
（土・日・祝祭日、年末年始（12/29～1/3）を除く）

申込先
問合せ先

大分県産業科学技術センター　企画連携担当
　〒８７０－１１１７　大分市高江西１－４３６１－１０
　 ＴＥＬ：097-596-7101　 ＦＡＸ：097-596-7110
　 HP：http://www.oita-ri.jp　　E-mail：info@oita-ri.jp

相談 技術指導・試験事業

対象者 大分県内の事業者

内容
計量に関する相談
　計量法に関する相談を受け付けています。

費用 無料

窓口設置場所
大分県産業科学技術センター　計量検定担当
　〒８７０－１１１７　大分市高江西１－４３６１－１０

利用時間
８：３０～１７：００
（土・日・祝祭日、年末年始（12/29～1/3）を除く）

申込先
問合せ先

大分県産業科学技術センター　計量検定担当
　〒８７０－１１１７　大分市高江西１－４３６１－１０
　 ＴＥＬ：097-596-7102  　  FAX：097-596-7125
　 HP：http://www.oita-ri.jp　　E-mail：info@oita-ri.jp

「技術」に関する相談に無料で応じます

各種試験・分析のお手伝いをします

「計量」に関する相談に無料で応じます
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相談 技術力向上・人材育成事業

対象者 自動車関連産業での取引拡大、新規参入を希望する企業

内容

大分県自動車関連企業会のコーディネーターによる自動車関連産業に
従事もしくは参入を希望する企業の様々なマッチング等を行うもの
(内容)
・自動車関連産業へ参入可能な企業の掘り起こし
・企業連携の構築
・大学や研究機関、支援機関の活用による企業力強化
・大分県自動車関連企業会主催のセミナーや研修への誘引

費用 無料

窓口設置場所 大分県自動車関連企業会事務局

利用時間 ８：３０～１７：１５

申込先
問合せ先

大分県自動車関連企業会事務局
（大分県商工労働部工業振興課産業集積推進班）
（県庁舎本館７階）
TEL 097-506-3293

相談 県産品販路開拓支援事業（販路開拓アドバイザー活用）

対象者 県内の農林水産業団体、食品等製造・加工・流通・販売事業者

内容

食品流通や情報発信力のある飲食店に精通する「大分県販路開拓アド
バイザー」が、県産品の販路開拓・拡大をサポートします。
・売込先に取引までの活動をサポート
・商品改良等への助言
・現地訪問

費用 無料

実施期間 随時

申込方法 下記の大分県商工労働部商業・サービス業振興課にご連絡ください。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部商業・サービス業振興課
貿易・物産・フラッグショップ班（県庁本館７階）
TEL 097-506-328７　FAX 097-506-1754

自動車関連企業の取引に関する相談を承ります

大分の食品を第一線のバイヤーに売り込みたい企業をアドバイザーがサポートします
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相談 坐来大分スタッフによる食材等の商品評価

対象者 県内の農林水産業団体、食品製造・加工及びその取扱企業 等

内容

○商品評価
　東京銀座に開設するフラッグショップ「坐来大分」のレストラン
での使用やギャラリーにおける展示販売を希望する食材・加工品に
ついて、採用の有無だけでなく、首都圏における商品動向等を考慮
し、改良すべき点などについて助言します。

【坐来大分】HPアドレス　http://zarai.jp/

費用 サンプルの送料

利用時間
８：３０～１７：００
（土・日・祝祭日、年末年始（12/29～1/3）を除く）

申込方法
下記の大分県商工労働部商業・サービス業振興課にご連絡くださ
い。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部商業・サービス業振興課
貿易・物産・フラッグショップ班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3287　FAX 097-506-1754

相談 貿易投資相談

対象者
輸出入手続・契約方法・トラブル対処法等について知りたい方、新
規に輸出入を始める方、海外取引の拡大をお考えの方、海外への進
出を検討されている方など

内容

世界各地から収集した豊富な情報とノウハウを活用し、貿易・投資
に関するさまざまなご相談に応じています。
電話、FAX等でのご相談も承っています。相談サービスは無料で
すので、お気軽にご利用ください。

費用 無料

窓口設置場所 日本貿易振興機構大分貿易情報センター（ジェトロ大分）内

利用時間 平日9時～12時/13時～17時（祝祭日、年末年始を除く）

申込先
問合せ先

〒８７０－００３７
大分市東春日町１７－１９ 大分ソフィアプラザビル４階
日本貿易振興機構大分貿易情報センター（ジェトロ大分）
ＴＥＬ ０９７－５１３－１８６８
ＦＡＸ ０９７－５１３－１８８１
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/oita/

県産食材や加工品を首都圏に売り込みたい生産者へアドバイスします

海外との取引を始めたい方、ご相談ください
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相談 国際化相談窓口

対象者 海外展開を目指す中小企業等

内容

「海外の展示会へ出展したい」、「海外市場の情報を知りたい」、
「テストマーケティングを実施したい」といったことを考えている
中小企業に対し、豊富な実務知識・経験・ノウハウをもつ海外ビジ
ネスの専門家がアドバイスを行います。

費用 無料

窓口設置場所
福岡市博多区祗園町4番2号　サムティ博多祇園BLDG.
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 九州本部　国際化支援課

利用時間

下記Webサイトの「国際化アドバイスお申し込みフォーム」から申
し込み又は電話のうえ時間調整をお願いします。
http://www.smrj.go.jp/regional_hq/kyushu/sme/overseas_c
onsulting/index.html

申込先
問合せ先

〒812-0038 福岡市博多区祗園町4番2号
　サムティ博多祇園BLDG.
　独立行政法人 中小企業基盤整備機構 九州本部（中小機構九州）
   国際化支援課
　TEL 092-263-1535

海外展開のアドバイスを行います
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相談 大分県ＱＣサークル活動支援企業会

対象者 大分県ＱＣサークル活動支援企業会会員及び新規加入希望の企業

内容

品質管理などの専門指導士が、ＱＣサークル活動や改善活動に関す
る悩みごとなどのご相談に応じます。
※ただし、専門指導士は常駐していませんので、ご相談を希望され
る場合は、事前に下記の事務局にご連絡ください。

費用 無料（だたし、個別に指導を行う際は費用が発生します）

窓口設置場所
大分県ＱＣサークル活動支援企業会事務局
（大分県立工科短期大学校企業連携・交流室内）

利用時間
８：３０～１７：１５
（土・日・祝祭日、年末年始（１２／２９～１／３）を除く）

申込先
問合せ先

大分県ＱＣサークル活動支援企業会事務局
〒871-0006　中津市東浜407-27  大分県立工科短期大学校
企業連携・交流室内
TEL0979-23-5500  FAX0979-23-7001
e-mail  skillup@oita-it.ac.jp

ＱＣサークル活動をはじめ改善活動に関するご相談を承ります
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相談 労働相談窓口

対象者 使用者、労働者、学生など

内容

　職場や仕事上のトラブル・悩みごとなど労働に関する問題につい
ての相談に対応します。来所相談または電話相談で予約不要です。
【相談事例】採用、賃金・残業代の不払い、長時間労働、休日・年
次有給休暇、解雇・退職、いじめ･嫌がらせ・ハラスメント、内定
取消など
・通常相談、夜間相談 労働相談専任の県職員が対応
・巡回特別労働相談 毎月1回 弁護士・社会保険労務士等が対応
・労働なんでも相談 毎月1～2回 労働相談専任の県職員が対応

費用 無料

窓口設置場所
大分県労政・相談情報センター(雇用労働政策課労働相談・啓発班)
県庁本庁舎7階

利用時間

・通常相談　月曜日～金曜日の8:30～17:15
   (土日・祝祭日、年末年始を除く)
・夜間相談　毎月第3木曜日　電話相談　17:15～20:00
・巡回特別労働相談　13:30～16:00(大分会場13:00～16:30)
・労働なんでも相談　11:00～15:00

申込先
問合せ先

大分県労政・相談情報センター(雇用労働政策課労働相談・啓発班)
〒870-8501　大分市大手町3-1-1 県庁舎本館7階
労働110番(労働相談専用ダイヤル)
　フリーダイヤル　　　 0120-601-540
　スマホ・携帯からは    097-532-3040
※労働相談のお問い合わせは097-506-3351～3354

職場や仕事上のトラブル・悩みごとなら県庁の労働110番へ
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相談 ＵＩＪターン就職等支援強化事業

対象者 県内企業、県外ＵＩＪターン就職希望者

内容

企業向けサービス
・採用・定着に関する相談対応、セミナーの案内
・企業の魅力情報、求人情報の求職者への発信
・求職者情報（個人情報を除く）の提供
・プロフェッショナル人材の採用支援
ＵＩＪターン就職希望者向けサービス
・相談対応、就職イベント情報の提供
・人財センター登録企業とのマッチング支援
・面接等支援補助金制度の紹介、申請書類の受理
・インターンシップマッチング専用サイトの紹介

費用 無料

窓口設置場所
おおいた産業人財センター
大分市中央町３－６－１１　ガレリア竹町内

利用時間
９：３０～１８：００
（日・祝祭日、年末年始（12/29～1/3）を除く）

申込先
問合せ先

おおいた産業人財センター
大分市中央町３－６－１１　ガレリア竹町内
ＴＥＬ ０９７－５３３－２６３１
ＵＩＪターン就職希望者向けフリーダイヤル
ＴＥＬ ０１２０－１１９－２０１

相談 ジョブカフェおおいた

対象者 若年求職者（概ね４０歳未満）、企業、教育機関

内容

　県が設置する「ジョブカフェおおいた」（本センター、別府サテ
ライト、中津サテライト、日田サテライト、佐伯サテライト）にお
いて、若年者に対するワンストップの就職支援サービスを提供して
います。
　また、コーディネーターが企業を訪問し、求人に関するアドバイ
ス等を行う他、企業説明会や職場見学等を通じて若者と企業との
マッチングを支援します。
　さらに、雇用のミスマッチ防止や職場定着の向上のため、教育機
関において職業人講話等のキャリア教育支援セミナーを実施してい
ます。

費用 無料

窓口設置場所
ジョブカフェおおいた本センター（大分市中央町３－６－１１）
ほか県内４ヶ所のサテライト（別府、中津、日田、佐伯）

利用時間
本センター　９：３０～１８：００
（日・祝日・年末年始を除く）　　※サテライトは各所で異なる

申込先
問合せ先

ジョブカフェおおいた本センター　　℡０９７－５３３－８８７８
ジョブカフェおおいた別府サテライト℡０９７７－２７－５９６６
ジョブカフェおおいた中津サテライト℡０９７９－２２－１２０７
ジョブカフェおおいた日田サテライト℡０９７３－２３－６８９８
ジョブカフェおおいた佐伯サテライト℡０９７２－２３－８７３０

採用に苦戦している企業、UIJターン就職先を探している人、ご相談ください

就職を目指す若者と企業の人材確保を応援します
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相談 大分県中高年齢者就業支援センター

対象者 おおむね40歳以上の就業を希望する方

内容

（１）職業相談・職業紹介
（２）履歴書、職務経歴書の作成支援
（３）求人情報の提供
（４）求人応募に関するアドバイス
（５）個人ごとのニーズにあった求人の検索
（６）キャリアコンサルティングの実施【予約制】
（７）起業、就農関係に関する相談窓口の案内
（８）再就職支援セミナーの開催

費用 無料

窓口設置場所
大分市都町4丁目2番29号　東海ビル2階
（職業相談・職業紹介）TEL097-538-8640
（キャリアコンサルティング）TEL097-536-1706

利用時間
８：３０～１７：１５
（土・日・祝祭日、年末年始（12/29～1/3）を除く）

問合せ先

〒870-8501
大分市大手町3丁目1番1号
大分県商工労働部雇用労働政策課　雇用推進班（県庁舎本館7階）
TEL097-506-3345　FAX097-506-1756

相談 シニア雇用推進オフィス・大分県シニア雇用推進協議会

対象者 県内企業、おおむね60歳以上の方など

内容

【シニア雇用推進オフィス】
　シニア雇用推進員が企業を訪問し、既に導入している企業の事例
紹介や企業の求める人材の聞き取り、各種助成金・窓口の案内など
を行っています。
【大分県シニア雇用推進協議会】
・シニア世代のための就職面談会
・シニア向け就職活動支援セミナー　など

費用 無料

窓口設置場所
大分市大手町3丁目1番1号
大分県商工労働部雇用労働政策課（県庁舎本館7階）
TEL097-506-3345　FAX097-506-1756

利用時間
９：１５～１７：００
（土・日・祝祭日、年末年始（12/29～1/3）を除く）

問合せ先

〒870-8501
大分市大手町3丁目1番1号
大分県商工労働部雇用労働政策課　雇用推進班（県庁舎本館7階）
TEL097-506-3345　FAX097-506-1756

中高年求職者の求職活動をサポートします

シニア雇用に関する情報をお届けしています
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専門家派遣 働き方改革推進支援センター

対象者 働き方改革に取り組む県内企業

内容
”人材の確保・定着””同一労働同一賃金””長時間労働の削
減”等の事業所の取組を支援し、就業規則の制定（見直し）や助
成金の活用などについて相談に応じます。

費用 無料

実施期間 随時

窓口設置場所
大分県社会保険労務士会
大分市府内町１丁目６番２１号山王ファーストビル３F

利用時間
９：００～１７：００（土・日・祝祭日、年末年始、お盆を除
く）

申込先
問合せ先

大分働き方改革推進支援センター（大分労働局委託事業）
〒870-0021
大分市府内町１丁目６番２１号山王ファーストビル３F
TEL 097-535-7173　WEB　https://www.sr-oita.or.jp/

働き方改革に取り組む企業をサポートします
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専門家派遣 中小企業基盤整備機構による専門家派遣事業(ハンズオン支援事業)

対象者
事業者全般
（訪問による現場確認､経営者等へのヒアリング後審査有り）

内容

・成長意欲のある中小企業に、各分野の専門家チームを継続的・
集中的に派遣
・高い専門性を要する問題解決に関し企業の主体的な取組みを支
援
・企業の問題解決能力を高め、自立的・持続的に成長可能な仕組
み作りを行う

費用

◆全体的な課題にじっくり取り組むなら　専門家継続派遣事業
【派遣期間】6ヶ月から1年間
【派遣頻度】月2～3回程度
【料　　金】17,200円/人・日（税込）

◆経営戦略に基づくIT化を進めたいなら　戦略的CIO育成支援
　事業
【派遣期間】6ヶ月から1年間
【派遣頻度】月2～3回程度
【料　　金】17,200円/人・日（税込）

◆特定の経営課題を短期間で解決したいなら　経営実務支援事業
【派遣期間】5ヶ月以内
【派遣頻度】10回以内
【料　　金】8,200円/人・日（税込）

◆新製品のマーケティングに悩んだら　販路開拓コーディネート
　事業
【派遣期間】企画のブラッシュアップ　　原則4ヶ月以内
　　　　　　テストマーケティング活動　原則4ヶ月以内
【訪問回数】原則15回以内(テストマーケティング活動の場合)
【料　　金】4,100円/専門家1人・1訪問先あたり（税込）

実施期間 随時

申込方法 まずは、お電話にて下記お問合わせ先までご相談下さい。

申込先
問合せ先

〒812-0038 福岡市博多区祗園町4番2号
　サムティ博多祇園BLDG
　独立行政法人 中小企業基盤整備機構 九州本部　経営支援課
　電話：092-263-0300　 FAX：092-263-0310
　経営相談ホットライン：0570-009111

専門家をあなたの会社に継続派遣し、経営問題の解決に向けてサポート 
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専門家派遣 販路開拓アドバイザー活用事業

対象者

小規模事業者
（常時使用する従業員が２０人以下の法人・個人事業主。ただし、商
業、サービス業（宿泊業、娯楽業を除く）は５人以下。）
※小規模事業者に相当する企業組合、事業協同組合も含む

内容

商工会・商工会議所または中小企業団体中央会の伴走支援を受けなが
ら、県が委嘱する販路開拓アドバイザー（県内の現役バイヤー）を活
用し、商品のブラッシュアップや新たな販路開拓先でのテストマーケ
ティング・ＰＲ・販売等を行う小規模事業者を支援する事業。
※会員、非会員問わず対象となりますが、伴走支援を受けることが条
件となります。

費用 無料

実施期間
募集期間　4月中旬 ～ 5月下旬
実施期間　アドバイザーによる審査後６月中旬頃　～　翌年２月末ま
で

申込方法

まずは、最寄りの商工団体（商工会・商工会議所または中小企業団体
中央会）へ連絡してください。
商工団体と相談のうえ、県が指定する様式等に必要事項を記載し、商
工団体から大分県商工労働企画課へ提出

申込先
問合せ先

大分県商工労働部商工労働企画課
TEL ：097-506-3218　FAX：097-506-1752

商品のブラッシュアップ＆新たな販路開拓を目指す小規模事業者を支援します
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専門家派遣 中小企業支援センター（アドバイザー派遣事業）

対象者 県内中小企業

内容

中小企業が抱えるより専門的な課題について、登録している282
名（H31.3.31現在）のアドバイザーの中から、最も適したアド
バイザーを選定し、中小企業・小規模事業者に派遣します。
・経営戦略の策定
・現場改善
・IT活用
・事業承継など

費用 企業負担金有り　10,000円/回

実施期間 随時（１課題当たり派遣５回以内）

申込方法

８：３０～１７：１５
（土・日・祝祭日、年末年始（１２／２９～１／３）を除く）
大分産業創造機構HPから受講申込書をダウンロードし、FAX等
で申し込んでください。
（大分県産業創造機構HP　http://www.columbus.or.jp）

申込先
問合せ先

（公財）大分県産業創造機構
〒８７０－００３７
大分市東春日町１７－２０　ソフトパークセンタービル
TEL　０９７－５３３－０２２０
FAX　０９７－５３８－８４０７

経営課題を解決する専門家を派遣します
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専門家派遣 グッドデザイン商品創出支援事業

対象者
県内に事業所を有する中小企業者
（個人・法人・団体等で、商品開発経験の有無は問いません。）

内容

（１）商品企画ステップアップ支援（２社）
　商品開発の第一段階である商品企画について公募し、アドバイザー等
と共に商品企画プロジェクトチームを組み、調査・分析等の共同作業に
より企画作成を支援します。
（２）商品化サポート支援（２社）
　高い市場性を期待できる商品企画書を公募し、具体的な商品化をめざ
して外部デザイナー等と共にデザイン開発（図面化、モデル製作、プロ
トタイプ製作）や市場・販路開拓等について支援します。

費用 １／３（アドバイザー謝金旅費､図面･模型製作･試作消耗品及手数料）

実施期間

募集期間　4月上旬 ～ 5月上旬　※予定
説明会　　4月下旬（下記のホームページなどでお知らせします。）
　　　　　　　　　　http://www.oita-ri.jp/
実施期間　６月中旬　～　翌年２月末まで

申込方法

事業申請書に必要事項を記入し大分県産業科学技術センターに提出。
下記の大分県産業科学技術センターホームページから事業申請書等はダ
ウンロード可。
http://www.oita-ri.jp/

申込先
問合せ先

大分県産業科学技術センター
製品開発支援担当
E-mail : info@oita-ri.jp
TEL ：097-596-7101　FAX：097-596-7110

デザインの活用で売れる商品作りを支援します
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専門家派遣 医療機器開発専門家派遣事業

対象者 大分県医療ロボット・機器産業協議会の会員である県内企業

内容
大分県医療ロボット・機器産業協議会の会員県内中小企業が医療機器製
造に取りかかる初期段階において必要な薬事やISOなどの知識獲得に向
けて、企業のニーズに応じた個別的な指導講習を行います。

費用 無料

実施期間
2019年４月～2020年３月（下記ホームページなどでお知らせしま
す。）http://medical-valley.jp/

申込方法
交付申請書等（以下のWEBサイトからダウンロード可）を下記の大分
県医療ロボット・機器産業協議会事務局に提出
http://medical-valley.jp/

申込先
問合せ先

大分県医療ロボット・機器産業協議会事務局
（大分県商工労働部新産業振興室）
〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号　大分県商工労働部新産業振興室内
TEL：097-506-3276、FAX：097-506-1753

医療機器製造に必要な規制対応等の個別指導を行います
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専門家派遣 ハラル認証取得支援事業

対象者 おおいた食品産業企業会会員企業

内容
食品及び食品製造に関連する商品のハラル認証取得（認証機関：
別府モスク）を支援します。

費用
アドバイス料：無料
（但し、認証申請料：１０万円及び更新手数料：３万円）

申込期間 随時

申込方法 おおいた食品産業企業会事務局にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

おおいた食品産業企業会事務局
　大分県商工労働部工業振興課内
　〒870-8501　大分市大手町３丁目１番１号
　ＴＥＬ：097－506－3266　ＦＡＸ：097－506－1753

専門家派遣 新エネ・省エネ設備導入相談窓口

対象者 県内事業者

内容
専門の新エネコーディネーター・省エネコーディネーターがご相
談を受け、現地調査や設備導入に関するアドバイス、各種補助金
の情報提供・申請支援など技術的サポートを行います。

費用 無料

窓口設置場所 大分県エネルギー産業企業会事務局（大分県新産業振興室内）

利用時間 平日 ８：３０～１７：１５

申込先
問合せ先

大分県エネルギー産業企業会事務局（大分県新産業振興室内）
　ＴＥＬ：０９７－５０６－３２６３

専門家派遣 自動車関連産業新規参入促進事業

対象者 県内自動車関連企業（含；新規参入希望企業）

内容

自動車メーカー現役社員が、５Sをはじめとした現場管理の基礎
から改善活動の進め方等、対象職場の実態に則した技術指導を行
い、現場力向上・底上げを支援します。
（事前現場確認により、内容・期間を決定）

費用 無料

受付期間 随時

申込方法 下記申込先に直接連絡

申込先
問合せ先

（公財）大分県産業創造機構　自動車関連産業支援プロジェクトチー
ム
〒８７０－００３７
大分市東春日町１７－２０　ソフトパークセンタービル
TEL　０９７－５３7－５０１９　FAX　０９７－５３４－４３２０

ハラル認証取得をサポートします

自動車関連企業へ現場改善技術アドバイザーを派遣します

新エネ・省エネの設備導入のご相談を承ります 
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専門家派遣 土産品販売力強化　現場指導

対象者 土産品販売店、物販を行う宿泊施設等

内容

　土産品店における商品セレクト、レイアウト等について、事業者の希
望に応じて、改善指導を実施。

　【アドバイザー】
　　　山ト小笠原商店代表取締役社長　小笠原　航　氏

費用 無料

実施期間 随時（年3回）

申込方法
大分県商業・サービス業振興課に直接、指導希望内容、希望する時期を
電話などにより連絡
※講師の訪問日程によって、ご希望に添えないことがあります。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部商業・サービス業振興課
商業・サービス業支援班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3285　FAX 097-506-1754

土産品の販売力強化をサポートします
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専門家派遣 まちづくり・中心市街地活性化支援

対象者

・中心市街地活性化協議会
・中心市街地活性化法による活性化を検討する商工会議所・商工会・ま
ちづくり会社などの組織
・認定民間中心市街地商業活性化事業者である中小企業者

内容

(１)中心市街地商業活性化診断・サポート事業
【セミナー型】
　事業実施のためのセミナー等の企画立案支援、講師の派遣を行いま
す。
【プロジェクト型】
　複数の専門家によるプロジェクトチームを編成し、調査・分析等に基
づく助言・診断・課題整理・情報提供等を行います。

(２)中心市街地商業活性化アドバイザー派遣制度
　中心市街地活性化協議会の設立・運営、基本計画掲載事業の実施につ
いて実務知識・ノウハウをもつアドバイザーを派遣し、必要なアドバイ
スを行います。

費用

(１)中心市街地商業活性化診断・サポート事業
　講師や専門家等の謝金、旅費相当額を中小機構が負担します。

(２)中心市街地商業活性化アドバイザー派遣制度
　派遣期間が一定期間内であれば、利用者の自己負担はありませんが、
一定期間を超えた場合、派遣費用の一部が自己負担となります。

実施期間 随時

申込方法

(１)中心市街地商業活性化診断・サポート事業
事前に現地調査・ヒアリング等を実施の上、事業実施の可否を決定しま
すので、以下問い合わせ先へご相談ください。
申込書・利用者の手引きについては、下記ホームページをご覧くださ
い。
http://www.smrj.go.jp/supporter/urban_vitalization/index.html

(２)中心市街地商業活性化アドバイザー派遣制度
申込書・利用者の手引きについては、下記ホームページをご覧くださ
い。
http://www.smrj.go.jp/supporter/urban_vitalization/index.html

申込先
問合せ先

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
　独立行政法人 中小企業基盤整備機構（中小機構）
   高度化事業部まちづくり推進室
　TEL 0３-5470-1632   FAX 03-5470-1178
   E-mail  machi-ad1@smri.go.jp

中心市街地の商業活性化をサポートします
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専門家派遣 全国商店街支援センター事業

対象者 商店街 等

内容

(１)繁盛店づくり支援事業
　商店街の店主の意識と行動の改革を促し、商店街全体で魅力ある
繁盛店をつくるための研修を実施
　
(２)トータルプラン作成支援事業
　活性化に対して方向性が定まっていない商店街、あるいは方向性
を見直したいと考えている商店街などに対して、商店街が自ら課題
解決に向けて取り組む計画づくりをサポート

(３)トライアル実行支援事業（専門家派遣及び委託形式）
　商店街のビジョンおよび計画に基づいた商店街活性化につながる
取組み（トライアル）を、商店街が主体的に実行できるよう支援

(４)商人塾支援事業（委託形式）
　商店街の次世代リーダーを発掘・育成する「商人塾」の運営を支
援

(５)商店街よろず相談アドバイザー事業
　商店街からのアドバイザー派遣要請に応じて、商店街などに専門
家を派遣し、商店街の課題解決やイベント事業などについて専門的
な相談やアドバイスを行う

費用 原則無料

実施期間 事業により異なる（下記ＷＥＢサイトでお知らせします）

申込方法
以下のWEBサイトから申込書類をダウンロード・記入し、全国商
店街支援センター各事業担当へ郵送にて提出
http://www.syoutengai-shien.com/index.html

申込先
問合せ先

㈱全国商店街支援センター　各事業担当
〒104 -0043 東京都中央区湊1-6-11ＡＣＮ八丁堀ビル4階
TEL：03-6228-3061　FAX：03-6228-3062

地域とともに活躍する商店街を応援します 
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専門家派遣 働き方・休み方改善コンサルタント派遣

対象者 働き方・休み方の改善に取り組む県内企業

内容

・労働時間、休暇、ワーク・ライフ・バランスなど働き方・休み
方の改善に取り組む企業に対し、労働関係法令に精通する「働き
方・休み方改善コンサルタント」を派遣し、改善に向けたコンサ
ルティングを行います。

費用 無料

実施期間 随時

申込方法 下記の大分労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

大分労働局雇用環境・均等室
〒870-0037
大分市東春日町17-20　大分第２ソフィアビル３階
TEL 097-532-4025　FAX 097-573-8666

専門家派遣 高年齢者雇用アドバイザー

対象者 企業

内容

高年齢者雇用のための条件整備をお手伝いします。
①制度改善提案
・65歳以上への定年引揚げや65歳を超えた継続雇用制度等の制
　度改定に関する提案
②相談・助言
・人事管理制度の整備に関すること
・賃金、退職金制度の整備に関すること
・職場の改善等に関すること　など
③企画立案サービス
・各企業の抱える高齢者雇用に関する個別課題について具体的な
　改善解決策を作成する援助

費用
①②無料、③有料　※機構が経費の１／２を負担サービス（無
料）、企画立案等サービス（有料）

実施期間 随時
申込方法 下記までご連絡ください。

申込先
問合せ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　大分支部
〒870-00131
大分市皆春1483-1　大分職業能力開発促進センター内
TEL097-522-7255

働き方・休み方の改善に取り組む企業へコンサルタントを派遣します

高年齢者雇用の条件整備お手伝いするアドバイザーを派遣します
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商談会・展示会 ドローン産業振興事業

対象者 大分県ドローン協議会会員企業

内容
会員企業が開発したドローン関連機器やサービスについて、製品の
活用が期待される各分野（農業・測量等）の展示会への出展費用を
補助します。

費用 補助率：１／２以内、補助上限額：３０万円

申込期間 2019年４月頃～

申込方法 大分県ドローン協議会事務局にお問い合わせください

申込先
問合せ先

大分県ドローン協議会事務局
　大分県産業科学技術センター　電子・情報担当
　〒８７０－１１１７　大分市高江西１－４３６１－１０
　 ＴＥＬ：０９７－５９６－７１０１
 　ＦＡＸ：０９７－５９６－７１１０

ドローン関連機器・サービスの展示会への出展を支援します
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商談会・展示会 取引拡大事業

対象者 大分県自動車関連企業会会員企業

内容

九州の7県で構成する「九州自動車・二輪車産業振興会議」が主催す
るカーメーカーや部品メーカー向け展示商談会へ出展する会員企業
の出展料を半額助成するもの
（対象展示商談会）未定
（助成額）展示商談会の出展料の半額

助成 出展料の１／２

申込期間 各展示商談会の募集期間に併せて設定

申込方法
大分県自動車関連企業会事務局（大分県商工労働部工業振興課内）
へ所定の様式（別途募集時に設定）にて申請

申込先
問合せ先

大分県自動車関連企業会事務局
（大分県商工労働部工業振興課内）
（県庁舎本館７階）
TEL 097-506-3293

商談会・展示会 販路開拓事業

対象者 大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議会員企業

内容

セミコン台湾（９月）やセミコンジャパン（１２月）、ネプコン
（１月）に大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議がブース出展し、
展示を希望する会員企業の製品展示等を行います。また、セミコン
台湾の開催期間中に台湾企業との商談会を開催します。

費用 無料（一定の面積以上は有料）

申込期間 各展示会の１～２か月前

申込方法
大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議事務局（大分県産業科学技術
センター内）へ所定の様式（別途募集時に設定）で申請

申込先
問合せ先

大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議事務局
〒870-1117
大分県大分市高江西1-4361-10
大分県産業科学技術センター内
TＥＬ：097-596-7179

自動車関連展示商談会への出展を支援します

国内外の半導体関連大規模展示会への出展を支援します
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商談会・展示会 医療機器メーカーとのマッチング会

対象者 医療機器産業への新規参入を図る県内企業

内容

医療機器メーカーとのマッチング会

首都圏等の医療機器メーカーを県内に招聘し、ものづくり企業との商
談会を開催します。
　期間：2019年7月（予定）
　会場：大分市内（予定）

費用 参加旅費は各自負担となります。

申込期間
随時（下記ホームページなどでお知らせします。）
http://medical-valley.jp/

申込方法
参加申込書等（以下のWEBサイトからダウンロード可）を下記の大分
県医療ロボット・機器産業協議会事務局に提出
http://medical-valley.jp/

申込先
問合せ先

大分県医療ロボット・機器産業協議会事務局
（大分県商工労働部新産業振興室）
〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号　大分県商工労働部新産業振興室内
TEL：097-506-3276、FAX：097-506-1753

商談会・展示会 展示会出展補助・支援事業

対象者 自社で開発した医療・福祉機器の販路開拓を図る県内企業

内容

（１）展示会出展補助事業
大分県医療ロボット・機器産業協議会の会員企業が国内外での販路開
拓のために展示会等に出展する際の費用の一部を補助します。
　補助金：国内販路開拓：２０万円以内、海外販路開拓５０万円以内
　採択予定件数：国内３件、海外２件
　補助率：１／２以内

（２）展示会出展支援事業
医療・福祉機器に関する展示会に設置するブースへの共同出展を希望
する会員企業を募集します。

費用 参加旅費等は各自負担となります。

申込期間
随時（下記ホームページなどでお知らせします。）
http://medical-valley.jp/

申込方法
参加申込書等（以下のWEBサイトからダウンロード可）を下記の大分
県医療ロボット・機器産業協議会事務局に提出
http://medical-valley.jp/

申込先
問合せ先

大分県医療ロボット・機器産業協議会事務局
（大分県商工労働部新産業振興室）
〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号　大分県商工労働部新産業振興室内
TEL：097-506-3276、FAX：097-506-1753

医療機器メーカーとの取引拡大を図りたい企業を応援します

医療・福祉機器の販路拡大を図りたい企業を応援します
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商談会・展示会 大規模展示会（ファベックス）出展支援事業

対象者 おおいた食品産業企業会会員企業

内容

国内最大級の“食”の総合見本市である「ファベックス（例年4
月開催）」に、「オ ル大分」をコンセプトに出展します。
一体感のある装飾の下、会員企業の商品や加工技術をＰＲするほ
か、商談及び情報発信・収集の場として販路拡大を図ります。

費用 おおいた食品産業企業会事務局にお問い合わせください。

申込期間
※会員企業向けメールや企業会ホームページによりお知らせしま
す。（http://oita-shokusankai.jp/）

申込方法 おおいた食品産業企業会事務局にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

おおいた食品産業企業会事務局
　大分県商工労働部工業振興課内
　〒870-8501　大分市大手町３丁目１番１号
　 TＥＬ：097－506－3266　ＦＡＸ：097－506－1753

県内の食品加工企業とその商品を全国へPRします
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商談会・展示会 県産品販路開拓支援事業（イベント開催）

対象者 県内の農林水産業団体、食品等製造・加工・流通・販売事業者

内容

福岡県内を中心に販売促進イベントを開催し、県産食品や県産工芸品
のPRと販路拡大を図ります。
(１)イオン九州「大九州マルシェ」
　　　期間：平成３１年６月予定
　　　会場：九州内のイオン約７０店舗を予定

費用 参加旅費、食品等の運搬・展示費用は各自負担となります。

申込期間
下記ホームページなどでお知らせします。
物産おおいた http://bussan-oita.jp/

申込方法
申込用紙（以下のWEBサイトからダウンロード可）を下記の商業・
サービス業振興課に提出
物産おおいた http://bussan-oita.jp/

申込先
問合せ先

大分県商工労働部商業・サービス業振興課
貿易・物産・フラッグショップ班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3287　FAX 097-506-1754

商談会・展示会 県産品販路開拓支援事業（ターゲット別マッチング商談会）

対象者 県内の農林水産業団体、食品等製造・加工・流通・販売事業者

内容

買い手側企業の業態や販売形態別に県内外のバイヤーを招き、事前予
約式の個別商談会を開催します。
(１)スーパー・商社
　　募 集：2019年４月頃
　　開 催：2019年７月予定
　　会 場：大分市内
(２)百貨店・セレクトショップ・通信販売
　　募 集：2019年８月頃
　　日 程：2019年12月予定
　　会 場：大分市内

費用 無料

申込期間
下記ホームページなどでお知らせします。
物産おおいた http://bussan-oita.jp/

申込方法
申込用紙（以下のWEBサイトからダウンロード可）を下記の商業・
サービス業振興課に提出
物産おおいた http://bussan-oita.jp/

参加者の決定
申込時の資料を基に選考を行います。選考通過者の中から、バイヤー
の指名を基に、１コマ２０分程度の個別商談を割り当てます。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部商業・サービス業振興課
貿易・物産・フラッグショップ班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3287　FAX 097-506-1754

大分の食品や工芸品を福岡に売り込みたい企業を応援します

大分の食品を第一線のバイヤーに売り込みたい企業に商談の場を提供します
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商談会・展示会 おんせん県おおいたオンラインショップ

対象者 県内の地域資源等を活用した県産品を生産・販売する事業者

内容

・大手通販サイト「楽天市場」に開設した県公式の通販サイト
「おんせん県おおいたオンラインショップ」において、県産品を
全国に向けて販売します。
・「おんせん県おおいたオンラインショップ」
 　https://www.rakuten.ne.jp/gold/onsenken-oita/

費用等

・出品できる商品は、県内事業者が、県内の地域資源等を用い
て、県内で生産したものが対象です。
・顧客（消費者）からの受注毎に、サイト運営事業者（大木化粧
品株式会社）が出品事業者から対象商品を買い取ります。
・買取価格は、サイト運営事業者と個別に協議して決定します。
・出品にあたっての登録費用や販売手数料はかかりません。

申込期間 随時

申込方法
出品にあたっては、サイト運営事業者（大木化粧品株式会社）と
事前に基本契約を締結する必要がありますので、下記問い合わせ
先にご連絡ください。

問合せ先

大分県商工労働部商業・サービス業振興課
貿易・物産・フラッグショップ班（県庁本館７階）
TEL 097-506-328８　FAX 097-506-1754
《サイト運営事業者》
　大木化粧品株式会社
　〒870-0822　大分県大分市大道町5-1-10
　　TEL 097-543-0194

商談会・展示会 県産加工食品海外展開支援事業（海外見本市出展等）

対象者 加工食品の製造や販売を手がける県内事業者 等

内容

県内事業者の海外見本市・商談会・物産展への出展や出品を支援
し、県産加工食品の海外販路開拓を図ります。
・国際見本市・商談会等への出展・出品支援
・海外の小売店等で開催される物産展への出展・出品支援

費用 未定（「物産おおいた」等で別途お知らせします。）

申込期間 随時

申込方法

事業内容、募集期間、申込方法等については、「物産おおいた」
ホームページのお知らせに募集開始時に掲示します。
http://bussan-oita.jp/
特に販路開拓を希望する国・地域がある場合は、下記までお問い
合わせください。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部商業・サービス業振興課
貿易・物産・フラッグショップ班（県庁本館７階）
TEL 097-506-328８　FAX 097-506-1754

県公式の通販サイトによって県産品の販路開拓を支援します

大分の食品を海外に売り込みたい企業を応援します
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商談会・展示会 県産加工食品海外展開支援事業（海外バイヤー招聘商談会）

対象者 加工食品の製造や販売を手がける県内事業者 等

内容

海外のバイヤーを招き、事前予約式の個別商談会を開催します。

米国、台湾等海外バイヤー招聘個別商談会
　　開 催：随時（時期等未定）
　　会 場：大分市内

費用 無料

申込期間
下記ホームページなどでお知らせします。

物産おおいた http://bussan-oita.jp/

申込方法

申込用紙（以下のWEBサイトからダウンロード可）を下記の商
業・サービス業振興課に提出

物産おおいた http://bussan-oita.jp/

参加者の決定
申込時の資料を基に選考を行います。選考通過者の中から、バイ
ヤーの指名を基に、１コマ３０分程度の個別商談を割り当てま
す。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部商業・サービス業振興課
貿易・物産・フラッグショップ班（県庁本館７階）
TEL 097-506-328８　FAX 097-506-1754

大分の食品を海外のバイヤーに売り込みたい企業に商談の場を提供します
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ビジネスマッチング ドローン産業振興事業

対象者 大分県ドローン協議会会員企業等

内容
　コーディネーターにより、ドローンの生産や研究開発等に関す
るビジネスパートナーや技術等をお探しの協議会会員を支援しま
す。

費用 原則無料

申込期間 大分県ドローン協議会事務局からお知らせします。

申込方法 大分県ドローン協議会事務局にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

大分県ドローン協議会事務局
　大分県産業科学技術センター　電子・情報担当
　〒８７０－１１１７　大分市高江西１－４３６１－１０
　 ＴＥＬ：０９７－５９６－７１０１
 　ＦＡＸ：０９７－５９６－７１１０

ビジネスマッチング 知財ビジネスマッチングinおおいた

対象者 県内の大企業・中小企業、銀行等の支援機関、市町村

内容

　県内中小企業に開放特許のマッチング機会を設け、中小企業支
援機関や金融機関等と連携して、中小企業の新商品・新製品開発
に向けた取組を支援する。
《実施内容》
プレゼンテーションを行った後、個別面談会を実施する。
（１）大企業等開放特許プレゼンテーション（５団体×各３０
分）
（２）個別面談会

＊参加機関・企業（予定）
（１）九州電力
（２）富士通
（３）大分県産業科学技術センター

費用 無料

申込期間 マッチング会前３週間

申込方法
参加申込み等（以下のWEBサイトからダウンロード可）を下記
の申込先に提出
http://www.pref.oita.jp/soshiki/14240/

申込先
問合せ先

○大分県商工労働部新産業振興室
　新産業・技術振興班（県庁舎本館７階）
　TEL 097-506-3273　FAX 097-506-1753

新商品・新技術の開発に開放特許を活用しませんか 

ドローンの生産や研究開発を支援するマッチングを行います
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ビジネスマッチング マッチング事業

対象者 おおいた食品産業企業会会員企業

内容
コーディネータ－が、企業のニーズにお応えする形で、食品加工の
委託加工や原材料調達などのパートナー企業等とのマッチング支援
を行います。

費用 おおいた食品産業企業会事務局にお問い合わせください。

申込期間 随時

申込方法 おおいた食品産業企業会事務局にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

おおいた食品産業企業会事務局
　大分県商工労働部工業振興課内
　〒870-8501　大分市大手町３丁目１番１号
　 TＥＬ：097－506－3266　ＦＡＸ：097－506－1753

ビジネスマッチング ニーズ探索交流会

対象者 大分県医療ロボット・機器産業協議会の会員である県内企業

内容

医療、介護、福祉、看護の現場の視察を行うとともに、当該施設の
医師や職員から具体的な現場ニーズを提供してもらい、医療関連の
現場から発信されるニーズと県内企業とのマッチングを行うニーズ
探索交流会を実施します。

費用 無料

申込期間
随時（下記ホームページなどでお知らせします。）
http://medical-valley.jp/

申込方法
参加申込書を下記の大分県医療ロボット・機器産業協議会事務局に
提出

申込先
問合せ先

大分県医療ロボット・機器産業協議会事務局
（大分県商工労働部新産業振興室）
〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号　大分県商工労働部新産業振興室内
TEL：097-506-3276、FAX：097-506-1753

食品製造業のニーズに応じたマッチングを行います

医療、福祉、看護関係者と県内企業の交流の場を提供します
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ビジネスマッチング 中小企業支援センター（下請企業等振興事業）

対象者 県内中小企業

内容

１　取引あっせん
・経営の安定・仕事量確保を目的に、受注したい企業と発注したい企
業にそれぞれ企業登録していただき、取引の紹介・あっせんを行いま
す。
２　苦情、紛争に関する相談
・下請取引に関する苦情や紛争処理などの相談に応じます。
３　商談会・見本市などへの出展支援
・九州７県合同広域商談会や中小企業テクノフェアなどの出展に対
し、支援を行います。

費用
１取引あっせん、２苦情、紛争に関する相談・・・無料
３出展支援・・・自己負担有り

申込期間
随時（大分県産業創造機構HP等でお知らせします。）
大分県産業創造機構HP　http://www.columbus.or.jp

申込方法
８：３０～１７：１５
（土・日・祝祭日、年末年始（１２／２９～１／３）を除く）
出展支援については、HP等で確認してください。

申込先
問合せ先

（公財）大分県産業創造機構
〒８７０－００３７
大分市東春日町１７－２０　ソフトパークセンタービル
TEL　０９７－５３３－０２２０　FAX　０９７－５３８－８４０７

ビジネスマッチング ビジネスマッチングサイト事業「J-Good Tech（ジェグテック）」

対象者 優れた技術・製品を有し、販路開拓に意欲的なものづくり中小企業

内容

○Webサイト「ジェグテック」に自社の製品・技術情報や会社情報を
公開できる　https://jgoodtech.jp/pub/
○サイトを見た大手企業からニーズ（技術課題やパートナー募集等）
提供を受け、提案（商談）ができる
○サイトに書き込まれるニーズ情報を確認し、提案（商談）ができる
○日本企業と取引希望のある海外企業の担当者情報を確認し、商談申
込みができる

費用 無料（ただし自社専用ページの登録は審査あり。）

申込期間 随時

申込方法
下記のWebサイトにて登録申請
https://jgoodtech.jp/pub/

申込先
問合せ先

独立行政法人中小企業基盤整備機構
〒105－8453
東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
TEL　03-3433-8811

貴社の技術や製品を大手企業や海外企業につなぎます

取引先の紹介・あっせんを行います
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人材マッチング クリエイティブ・プラットフォーム構築事業

対象者 県内の企業とクリエイティブ人材等

内容

優れた技術やノウハウを持つ県内の企業と、最先端の技術や、豊
かな発想や感性を持つクリエイティブ人材（プロデューサー、デ
ザイナー、ICT技術者、建築士等）が交流し、コラボレーション
（協働）することで、競争力の高い商品・サービスの開発や、新
規マーケットの開拓につなげていきます。

（１）多様な主体が交流する場の創出
　　　全国で活躍するクリエイティブ人材をゲストに迎え、トー
　　　クイベントや交流会を開催します。
（２）企業とクリエイティブ人材等のネットワーク化
　　　全国の著名なクリエイティブ人材や、クリエイティブを活
　　　用した全国の優良事例等を以下のサイトで紹介します。
　　　　公式Webサイト（CREATIVE PLATFORM OITA）
　　　　　http://creativeoita.jp

（３）クリエイティブ活用に関する相談体制の構築
　　　（クリエイティブ相談室）
　　　県内の企業（事業者）等からのクリエイティブ活用に関す
　　　る相談に個別にお応えします。また、必要に応じて、自社
　　　にマッチするクリエイティブ人材を紹介します。なお、こ
　　　の場合、クリエイティブ人材にかかる旅費・謝金について
　　　支援します。（１件につき２回まで）

費用
（１）参加無料（交流会のみ有料）
（３）相談無料（クリエイティブ人材にかかる３回目以降の旅費
　　　　　　　　・謝金については自己負担）

申込期間
以下のサイト等でお知らせ
　公式Webサイト　http://creativeoita.jp

申込方法
以下のサイト等でお知らせ
　公式Webサイト　http://creativeoita.jp

申込先
問合せ先

申込先：
　未定（決まり次第、県庁ホームページ等でお知らせします。）
問合せ先：
　大分県商工労働部経営創造・金融課 経営創造班（県庁本館７階）

　TEL 097-506-3232　FAX 097-506-1882

様々なクリエイティブ人材をご紹介します
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人材マッチング 大分ものづくり産学官魅力発信事業（テクノピッチ、“産”観日）

対象者 県内ものづくり企業、県内の工業系大学等の1、2年生

内容

　企業が持つ優れた技術やものづくり産業の魅力を工業系学生に直
接アピールする発表会や企業訪問バスツアーを実施し、企業と学生
が“Face to Face”で交流できる場を提供します。

○企業向け（事前）セミナー　　 時期：7月～8月頃（予定）
　内容：企業自ら発信力をつけるピッチ手法等の研修習得。
○おおいたテクノピッチ  　　　 時期：10月～11月頃（予定）
　内容：学生が共感する企業アピールを行う発表･交流会を開催。
○おおいた“産”観日（企業訪問）  時期：11月頃（予定）
　内容：工業系学生が企業現場を体感する見学バスツアーを実施。

費用 無料

申込期間
随時（下記ホームページなどでお知らせします。）
（一社）大分県工業連合会　http://oitakenkoren.or.jp/

申込方法
申込用紙（以下のWEBサイトからダウンロード可）を申込先に提出
（一社）大分県工業連合会　http://oitakenkoren.or.jp/

申込先
問合せ先

（一社）大分県工業連合会事務局
　（大分県商工労働部工業振興課内／県庁本館７階）
　TEL 097-506-3267　FAX 097-506-1753

ものづくり企業の魅力を工業系学生にPRする場を提供します
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人材マッチング UIJターン就職等支援強化事業、おおいた学生県内就職応援事業

対象者 新規学卒者やＵＩＪターン希望者の採用を検討する中小企業等

費用 １、２とも無料

申込期間

１：県ホームページ等でお知らせします。
２：随時（以下の３事業は募集終了）
　　　１（１）・高校等進路指導担当者向け合同企業説明会
　　　　　　　　（県内企業と高校等の情報交換会）
　　　　　　　・高校生向け合同企業説明会
　　　　　　　　（元気おおいた就職ガイダンス）
　　　　（３）・保護者向け合同企業説明会

申込方法

１：県ホームページで参加申込みを受付。
２：申請書類（以下のWEBサイトからダウンロード可）を雇用労
働政
　策課に提出。
　　ものづくり産業人材確保奨学金返還支援事業対象企業募集
　　http://www.pref.oita.jp/soshiki/14580
　　　　　/recruitment-companies.html

申込先
問合せ先

〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号（県庁本館７階）
大分県商工労働部雇用労働政策課　若年者就業支援班
ＴＥＬ ０９７－５０６－３３４０

企業の将来を担う若者の採用活動を応援します

内容

１　高校・大学等との情報交換会や新規学卒者・ＵＩＪターン希望者・
　保護者対象の合同企業説明会・面接会の参加事業者を募集します。
（１）新規高卒予定者の採用支援
　・高校等進路指導担当者向け合同企業説明会
　　（県内企業と高校等の情報交換会）
　　時期：２０１９年６月７日（金）　場所：大分イベントホール
　・高校生向け合同企業説明会（元気おおいた就職ガイダンス）
　　時期：２０１９年7月６日（土）　場所：別府ビーコンプラザ
　・高校生のための就職面接会（新規高卒者等就職フェア）
　　時期：２０１９年１１月予定　場所：大分市内
（２）新規大卒予定者・ＵＩＪターン希望者の採用支援
　①福岡県内大学等進学者向け
　　・おおいた元気企業就職ガイダンスin福岡
　　時期：２０２０年３月予定　場所：福岡市内
　②東京圏大学等進学者向け
　・九州・山口共同インターンシップ
　　時期：２０１９年7～９月　場所：大分県内企業
　・九州・山口しごとフェスタ～業界研究会～
　　時期：２０２０年２月予定　場所：東京都内
　③新規理系大卒者等の採用支援
　・県内企業と理系大学等教員との情報交換会
　　時期：２０１９年９月予定　場所：大分市内
（３）高校生・大学生等の保護者の県内企業理解促進
　・保護者向け合同企業説明会
　　時期：2019年６月１６日（日）　場所：トキハ会館
　
※年間スケジュールは以下のWEBサイトでご確認ください。
http://www.pref.oita.jp/site/sme/event-informationh2019.html

２　奨学金返還支援事業を活用して研究者、開発技術者、製造技術者
　又は情報処理・通信技術者の採用を検討する中小製造業又は中小情
　報サービス業を募集します。（登録無料）
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人材マッチング 「大分県インターンシップなび」登録企業の募集

対象者 学生のインターンシップ受け入れを希望する中小企業等

内容

　インターンシップ受入企業の検索から申し込み、マッチングまで
をワンストップで実現する専用サイト「大分県インターンシップな
び『いきがいやりがいＭＡＴＣＨＩＮＧ！（マッチング）』」の登
録企業を募集します。（登録無料）
　このサイトは、民間就職支援会社のマッチングサービスとも連携
し、県内で実施されるインターンシップ情報を幅広く発信すること
で、県内企業におけるインターンシップを活性化することを目指し
ています。
　インターンシップは、自社の魅力や強みを学生の皆さんに理解し
てもらう絶好の機会です。ぜひご登録ください。

費用 無料

申込期間 ２０１９年１２月２７日（金）

申込方法

１：おおいた産業人財センターに利用登録。
　　おおいた産業人財センターHP　https://enisie-oita.net/

２：「大分県インターンシップなび」にアクセスして登録メールを
　　送信。
　　大分県インターンシップなび「企業のみなさんへ」ページ
　　https://ikiyari-m.pref.oita.jp/internship/
　　　　　　company-everyone

３：受信したメールの案内に従ってマイページへログイン。

４：「企業情報」と「インターンシップ情報」を登録。

申込先
問合せ先

〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号（県庁本館７階）
大分県商工労働部雇用労働政策課　若年者就業支援班
ＴＥＬ ０９７－５０６－３３４０

学生のインターンシップ受け入れを支援します
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人材マッチング 在宅ワークマッチング交流会

対象者

在宅ワーカーへ業務を発注したい企業・団体等

※在宅ワーカーは、自宅でパソコン等を使って請負契約に基づき
サービスの提供を行う個人事業主（企業との雇用関係なし）です。
（在宅ワークの例：Webサイト作成・更新、Webデザイン・ライ
ティング、データ入力、音声起こし、設計・製図（CAD）等）

内容

●会社概要・業務紹介
●各企業のブースにおいて、来場した在宅ワーカーと面談し、在宅
ワーカーのスキル等を確認することができます。
　
●開催場所：県内１カ所（大分市）
●開催時期：２月頃（予定）

※マッチング交流会に出展を希望される企業対象に事前説明会を開
催します。

定員 ２0社

費用 無料

申込期間 県のホームページ等でお知らせします。

申込方法 下記の大分県雇用労働政策課にご連絡ください。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部雇用労働政策課
労政福祉班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3327　FAX 097-506-1756

在宅ワークを活用したい企業の皆様へ 
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人材マッチング 障がい者職場実習・定着サポート事業

対象 障がい者の採用等を検討している企業等

内容

県では、障がい者雇用のきっかけづくりや、ノウハウの習得を目
的として、障がい者の雇入れ体験（職場実習）を実施していま
す。
・実際に障がいのある方を受け入れて短期間（最大１０日間）の
　職場実習を実施します。
・実習を受け入れた企業等に対しては、１日当たり３,０００円の
　実習委託料が支給されます。
・実習から就職後の職場定着までを、障害者就業・生活支援セン
　ターがサポートします。

費用 無料

申込期間 随時

申込方法
管轄の障害者就業・生活支援センターまたは、下記までご連絡下
さい。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部雇用労働政策課
雇用推進班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3342　FAX 097-506-1756

人材マッチング 障がい者委託訓練（就労訓練科）

対象 企業、社会福祉法人等

内容

県では、障がいのある方の就労を促進するために、企業等の現場
を活用した実践的な職業訓練の実施にご協力をいただける企業を
募集しています。
・企業現場の中で、実践的な訓練を実施し、訓練修了後に採用す
　ることができる制度です。
・期間は１～３か月で、１か月当たり１００時間が目安です。
・訓練生を受け入れた事業主には、訓練生１人当たり月額６４，
　８００円を上限として（事業主が中小企業の場合９７，２００
　円）の委託料が支払われます。

費用 無料

申込期間 随時

申込方法

管轄のハローワークまたは、下記の高等技術専門校等へご連絡下
さい。高等技術専門校等の障がい者職業訓練コーディネーター等
が訓練にかかる職種や条件等についての打ち合わせ、書類等の作
成支援を行います。

申込先
問合せ先

○大分高等技術専門校　TEL：０９７－５４２－３４１１
○佐伯高等技術専門校　TEL：０９７２－２２－０７６７
○日田高等技術専門校　TEL：０９７３－２２－０７８９
○竹工芸訓練センター　TEL：０９７７－２３－３６０９

障がい者の職業訓練を受け入れてみませんか

障がい者の雇入れ体験を実施してみませんか
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人材マッチング 企業合同面談交流会「ジョブカフェ・ビジネス合コン」

対象者 市内求職者、ＵＩターン希望者、新規大卒者等

内容

市内の求人予定事業所と求職者、ＵＩターン希望者、新規大卒者
等を対象に、個別の面談会を開催し、お互いが採用や就職を前に
情報を共有できる機会を演出することで、スムーズな就職活動と
良好な雇用関係をサポートします。

開催：年間２回（6月、２月予定）

費用 無料

申込期間 開催前２か月を目途に募集開始（広報、チラシ）。

申込方法
求人事業所：募集チラシ（３０社程度）
求　職　者：募集チラシ（当日参加可能、履歴書不要）

申込先
問合せ先

ジョブカフェおおいた日田サテライト
〒877-8686
日田市三本松２丁目2-16　日田商工会館1F
TEL 097３-２３-６８９８　FAX 097３-２３-６８９９

日田市商工観光部商工労政課　雇用・労働環境係
〒87７-８６０１
日田市田島２丁目６－１
TEL 097３-２２-８２３９　FAX 097３-２２-８２４６

待ちの求人より、攻めの求人で人財を獲得 　 日田市 

-44-



人材マッチング 中津市人材バンク事業

対象者
介護士、看護師、保育士、教諭（学校、幼稚園等）、技術者、季
節勤務希望者など、資格を持つ求職者、

内容

仕事を離れブランクのある有資格者にカウンセリングの実施やセ
ミナーの情報提供、事業所の採用情報の提供などの就職支援サー
ビスを提供し、雇用マッチングを行います。
(1)求人事業所に、人材バンクへの登録及び求職状況の情報提供
を行います。
①人材バンクへの登録
②求職状況等の情報提供及びマッチング
③公共職業安定所（ハローワーク中津）との連携による情報収集
④利用促進のための広報活動

(2)求職者に、人材バンクへの登録及び各種就職支援サービスの
提供を行います。
①人材バンクへの登録
②来所者に対する就労相談（カウンセリング）等の実施（就職後
のフォローアップを含む）
③求職者が希望する就労内容の把握
④各種セミナーや無料職場復帰支援実習（看護師、保育士等）の
情報提供
⑤求人事業所の情報提供及びマッチング
⑥公共職業安定所（ハローワーク中津）との連携及び引継ぎ
⑦利用促進のための広報活動

費用 無料

申込期間 常時

申込方法

求人事業所：以下のWEBサイトへアクセスし、求人事業所申込
書をダウンロードの上、中津市人材バンク就職支援担当（中津商
工会議所内）へ提出して下さい。
http://nakatsu-cci.org/publics/index/85/

求職者：以下のWEBサイトから求職申込フォームへアクセスし
て登録を行ってください。
http://nakatsu-
cci.org/publics/index/86/&anchor_link=page86#page86

申込先
問合せ先

申込先
中津市人材バンク就職支援担当
〒871-8510
中津市殿町1383-1　中津商工会議所内１階
TEL 0979-22-2250

問合せ先
中津市　商工農林水産部　商工振興課
〒871-8501　中津市豊田町14番地3
TEL 0979-22-1111　FAX0979-24-4020

資格を持つ求職者と有資格者を求める事業所をマッチング 　 中津市 
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セミナー・研修等 中小企業支援センター

対象者 県内中小企業

内容

企業ニーズに合わせ、幅広い分野にわたる研修を行っています
・企業経営（マネジメントスクール）
・人事・組織活性化（新入社員研修等）
・会計事務・財務（会社経理の基礎研修等）
・能力開発（ビジネスマナー研修等）
・営業・マーケティング（プレゼンテーションスキルアップ研修
等）
・生産・管理（現場リーダー養成研修等）
・管理職養成（人事・労務研修等）

定員

費用

申込期間

申込方法
大分産業創造機構HPから受講申込書をダウンロードし、FAX又
はEメールで送信してください。

申込先
問合せ先

（公財）大分県産業創造機構
〒８７０－００３７
大分市東春日町１７－２０　ソフトパークセンタービル
TEL　０９７－５３３－０２２０　FAX　０９７－５３８－８４０７

社員のレベルアップを図る様々な研修を実施しています

研修毎に定員、費用、申込期間が違います。
大分県産業創造機構HP等で確認してください。
（大分県産業創造機構HP　http://www.columbus.or.jp）
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セミナー・研修等 大分県ＱＣサークル活動支援企業会主催セミナー・講演会等

対象者 大分県ＱＣサークル活動支援企業会会員及び新規加入希望の企業

内容

ＱＣサークル活動を始めとする改善活動や人材育成に関するセミ
ナー・講演会を開催します。
（ＱＣサークル関係セミナー・ＱＣ現場指導・ＴＷＩ研修・改善
活動やその他人材育成に資する講演会等）

定員 セミナー・講演会によって異なります

費用 原則無料

申込期間 開催日の約１ヶ月～２ヶ月前からご案内します

申込方法 メール・電話・ＦＡＸ等のいずれかの方法

申込先
問合せ先

大分県ＱＣサークル活動支援企業会事務局
〒871-0006　中津市東浜407-27  大分県立工科短期大学校
企業連携・交流室内
TEL0979-23-5500  FAX0979-23-7001
e-mail  skillup@oita-it.ac.jp

セミナー・研修等 BCPに関する普及啓発セミナー

対象者 BCPに関心のある県内企業等

内容

　東京海上日動火災保険株式会社等と連携し、BCPに関する普及
啓発セミナーを年2回開催します。
　セミナーでは、BCP策定の概念・必要性・実務的なメリット等
をわかりやすく説明するとともに、実効性のあるBCP策定を実現
する方法について解説します。

定員 各回７０名程度

費用 無料

申込期間 未定（決まり次第、県庁ホームページ等でお知らせします。）

申込方法
下記にお問い合わせください。
（決まり次第、県庁ホームページ等でもお知らせします。）

申込先
問合せ先

大分県商工労働部経営創造・金融課
金融・再生支援班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3226　FAX 097-506-1882

ＱＣサークル活動など改善活動や人材育成に関する知識を習得できます

災害に備える計画づくりについて勉強してみませんか
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セミナー・研修等 21世紀商業創造スペシャリスト養成事業

対象者 大分県全域の若手商業･サービス業経営者、後継者 等

内容

地域に支持される個性的で魅力ある商業･サービス業等の経営を志
向し、実践する人材を育成します。

【塾頭】佐々木 茂　氏（東洋大学国際観光学部　教授）

【カリキュラム】※変更になる場合があります
　期間：平成３１年９月上旬入塾～平成３２年８月卒塾
　内容：ゼミナール（年６回）
　　　　・著名な経営者等を講師として招聘し、講演及びグループ
　　　　　ディスカッション等を実施
　　　　・入塾・卒塾日は１泊２日、その他は１日
　　　　・開催月：９月、11月、１月、３月、５月、８月

定員 ３０名

費用負担 １０万円（入塾・卒塾時の宿泊費等含む）

申込期間 2019年７月下旬～８月下旬（予定）

申込方法
大分県商店街振興組合連合会あてFAXにより申込
※大分県商業・サービス業振興課のホームページでもお知らせしま
す

申込先
問合せ先

大分県商店街振興組合連合会
TEL 097-536-3056　FAX 097-547-8828

大分県商工労働部商業・サービス業振興課
商業・サービス業支援班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3285　FAX 097-506-1754

豊の国商人塾 第３３期生を募集します
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セミナー・研修等 宿泊施設生産性向上セミナー

対象者 宿泊業の従業員等

内容

　旅館・ホテルの従業員等を対象に、業務オペレーションのカイゼ
ンや顧客満足度・従業員満足度の向上に向けた研修を実施します。

　日　程：第１回　６月３日、４日
　　　　　第２回　７月１日、２日
　　　　　第３回　９月９日、１０日
　場　所：ホテル豊の国（大分市南春日町12番5号）

定員 ２０名程度

費用 ３千円／回（予定）

申込期間 2019年５月上旬～６月上旬（予定）

申込方法
以下のWEBサイトに申し込みページを作成予定
http://www.pref.oita.jp/soshiki/14300/

申込先
問合せ先

大分県商工労働部商業・サービス業振興課
商業・サービス業支援班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3289　FAX 097-506-1754

旅館・ホテルの経営戦略や業務改善のノウハウが手に入ります
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セミナー・研修等 土産品販売スキル向上セミナー

対象者 土産品を販売する事業所の販売員等

内容

　顧客ニーズに沿った円滑な商品推薦など、購買意欲を高める接客
技術の習得を目標とした、実践を交えた土産品の販売員のスキル向
上講座を実施します。

　時　期：2019年７月上旬（予定）

定員 ３０名程度

費用 無料

申込期間 2019年５月（予定）

申込方法 大分県商業・サービス業振興課のホームページ等で御案内します。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部商業・サービス業振興課
商業・サービス業支援班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3285　FAX 097-506-1754

セミナー・研修等 土産品ＰＯＰ作成スキル向上セミナー

対象者 土産品を販売する事業所の販売員等

内容

　土産品店における効果的なPOP等の作成について、実践を交え
た作成スキル講座を開催します。

　時　期：2019年６月下旬（予定）

定員 ３０名程度

費用 無料

申込期間 2019年５月（予定）

申込方法 大分県商業・サービス業振興課のホームページ等で御案内します。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部商業・サービス業振興課
商業・サービス業支援班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3285　FAX 097-506-1754

土産品店の販売員の接客スキル向上を支援します

土産品店のＰＯＰ作成技術の向上を支援します
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セミナー・研修等 集客力向上Ｗｅｂページ改善講座

対象者 旅館・ホテル等宿泊施設事業者

内容

　宿泊施設の集客力向上に向けた、Ｗｅｂマーケティング及びＷｅ
ｂページ製作に必要な視点（レイアウトや写真、文章など）につい
て、必要な知識を学ぶ講座を実施します。

　時　期：2019年６月１７～１８日

定員 ２０名程度

費用 無料

申込期間 2019年４月中旬～

申込方法 大分県商業・サービス業振興課のホームページ等で御案内します。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部商業・サービス業振興課
商業・サービス業支援班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3285　FAX 097-506-1754

集客力の高いＷｅｂページづくりを支援します
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セミナー・研修等 県内クリエイター等スキルアップ事業

対象者
県内に在住するクリエイティブ人材（プロデューサー、デザイ
ナー、ＩＣＴ技術者、建築士等）、学生等

内容

クリエイティブを活用して、競争力の高い商品・サービスの開発
や、新規マーケットの開拓につなげていく「大分県版クリエイ
ティブ産業（CREATIVE PLATFORM OITA）」がより発展し
ていくためには、クリエイティブ活用に関する企業側の理解だけ
ではなく、マッチング相手となるクリエイティブ人材（プロ
デューサー、デザイナー、ＩＣＴ技術者、建築士等）の成長も必
要不可欠であることから、県内に在住するクリエイティブ人材
や、クリエイティブ人材を志す学生等を対象に、スキルアップを
図るセミナーを開催します。

（１）企業のプロデュースや製品のブランディング等、商品や
　　　サービス等の付加価値を高め、新規マーケットの開拓に
　　　つなげることができるスキルを向上させるため、セミナ
　　　ー（講義・ワークショップ等）を開催します。
（２）講義は年１０回程度開催し、県内外から優れた講師をお
　　　招きします。
（３）県内企業が実際に抱える課題の解決方法や、新商品・サ
　　　ービス等について、議論を重ねたうえで、最終的に企業
　　　に対して提案（プレゼンテーション）する実践型のワー
　　　クショップを開催します。
（４）セミナーの受講生や卒業生を中心とした県内に在住する
　　　クリエイティブ人材の企業向けピッチイベントや、企業
　　　と当該クリエイティブ人材のマッチングを行います。

定員 ３０名程度

費用 受講料無料

申込期間 未定（決まり次第、県庁ホームページ等でお知らせします。）

申込方法 未定（決まり次第、県庁ホームページ等でお知らせします。）

申込先
問合せ先

申込先：
　未定（決まり次第、県庁ホームページ等でお知らせします。）
問合せ先：
　大分県商工労働部経営創造・金融課 経営創造班（県庁本館７階）

　TEL 097-506-3232　FAX 097-506-1882

県内に在住するクリエイティブ人材のスキルアップを図ります
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セミナー・研修等 おおいたスタートアップセンターでの各種セミナー

対象者 創業希望者、創業後５年未満の個人事業主・企業等

内容

（１）市町村や民間創業支援機関等と連携した創業啓発セミナー
を随時開催します。

（２）スタートアップ応援団（メンター等）を招聘したスキル
アップセミナーを「すたこらセミナー」として開催します。

定員 未定（セミナーごとに設定します）

費用 無料又は３００円

申込期間 未定（随時募集します）

申込方法 下記にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

（公財）大分県産業創造機構　おおいたスタートアップセンター
〒870-0037　大分市東春日町17番20号
　　　　　　　  大分第2ソフィアプラザビル5階
TEL 097-534-2755

大分県商工労働部経営創造・金融課経営創造班(県庁舎本館７階)
TEL 097-506-3232

創業に関する様々なセミナーを実施しています
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セミナー・研修等 成長支援特化型プログラム「大分春日塾」

対象者 成長志向の高い創業希望者、創業後５年未満の個人事業主・企業等

内容

　成長志向起業家のビジネスプランを高め、支援者や投資家等と交
渉できるレベルにまで高めることを目的として講義やメンタリング
等を行います。
（１）講義
　　・マーケティング、経営計画策定、資金調達等
（２）メンタリング
　　・ビジネスプランのプレゼンとフィードバック
（３）最終プレゼン
　　・磨き上げたプランをプレゼン
　　（投資家や先輩起業家等を招聘しネットワーク構築も支援）

定員 ３０名程度

費用 未定

申込期間 未定

申込方法 下記にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

（公財）大分県産業創造機構　おおいたスタートアップセンター
〒870-0037　大分市東春日町17番20号
　　　　　　　  大分第2ソフィアプラザビル5階
TEL 097-534-2755

大分県商工労働部経営創造・金融課経営創造班(県庁舎本館７階)
TEL 097-506-3232

セミナー・研修等 女性起業家創出促進事業

対象者
女性の創業希望者、代表者が女性である創業後５年未満の個人事業
主・企業

内容

（１）全県を網羅する女性起業家ネットワークの構築
　　・女性起業家フォーラムの開催
　　・県内各地でセミナー（地域カンファレンス）を開催
（２）ビジネスアイデアコンテスト
　　・ビジネスプランのブラッシュアップセミナーを開催
　　・ビジネス機会の創出と女性起業家の成長を促進

定員 未定（イベントごとに設定します）

費用 原則無料

申込期間 未定（随時募集します）

申込方法 下記にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

（公財）大分県産業創造機構　おおいたスタートアップセンター
〒870-0037　大分市東春日町17番20号
　　　　　　　  大分第2ソフィアプラザビル5階
TEL 097-534-2755

大分県商工労働部経営創造・金融課経営創造班(県庁舎本館７階)
TEL 097-506-3232

成長を目指す起業家を集中的に応援します

女性の創業を手厚くサポートします
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セミナー・研修等 留学生スタートアップ支援事業

対象者 県内での起業を希望する留学生

内容

　留学生が持つ独自のアイデアやネットワーク等を生かした成長
の可能性が高いビジネスを県内で生み出すため、成長性と確実性
の高いビジネスプランの構築を支援します。そして、投資家等と
のマッチングを図ることで、外国人が国内で起業する際に必要な
「経営・管理ビザ」の取得要件である「５００万円以上の資金調
達」を実現するチャンスを提供します。
（１）セミナー（３回程度）
　　・行政書士や海外起業家によるセミナー
（２）個別コンサルティング
　　・公認会計士やインキュベーションマネージャーによる支援
（３）マッチングイベント
　　・県内外の投資家とのマッチングイベントを開催

定員 未定（イベントごとに設定します）

費用 無料

申込期間 未定

申込方法 下記にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

（公財）大分県産業創造機構　おおいたスタートアップセンター
〒870-0037　大分市東春日町17番20号
　　　　　　　  大分第2ソフィアプラザビル5階
TEL 097-534-2755

大分県商工労働部経営創造・金融課経営創造班(県庁舎本館７階)
TEL 097-506-3232

セミナー・研修等 インキュベーション施設間の連携加速化

対象者 創業希望者、創業後５年未満の個人事業主・企業等

内容

　民間等が運営するインキュベーション施設と連携して、創業者
等を効果的に支援します。
（１）創業啓発セミナー・イベントの実施
　　・各施設の特色を生かして多様性や独自性のある内容で開催
（２）創業者等への個別相談の実施
　　・各施設の得意分野を生かした相談対応を実施

定員 未定（イベントごとに設定します）

費用 原則無料

申込期間 未定（随時募集します）

申込方法 下記にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

（公財）大分県産業創造機構　おおいたスタートアップセンター
〒870-0037　大分市東春日町17番20号
　　　　　　　  大分第2ソフィアプラザビル5階
TEL 097-534-2755

大分県商工労働部経営創造・金融課経営創造班(県庁舎本館７階)
TEL 097-506-3232

留学生の県内での起業を支援します

県内インキュベーション施設と連携して創業者を支援します
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セミナー・研修等 大分市産業活性化プラザセミナー

対象者
各講座のテーマに興味のある方（大分市内にお住まいか、お勤め
の方優先）

内容

産業活性化プラザでは、創業者や中小企業者の方に役立つ様々な
セミナーを毎月開催しています。（１講座につき、２～5回程度
の開催となります。）
【テーマ】
　①創業支援
　②中小企業支援
　③コミュニティビジネス
　④ＩＣＴ
　⑤後継者育成・円滑な事業承継
　⑥外国籍市民の活用
　⑦地域ブランドの育成　等

定員 １講座につき45名程度　※講座によって異なります。

費用
１講座につき、無料～500円程度（講座によって異なります）
※交流会参加者は別途、各回100円

申込期間
講座ごとに申込期間が異なるため、ホームページまたは市報等で
ご確認ください。
ホームページ：http://sangyo.horutohall-oita.jp/

申込方法
申込書に必要事項を記入の上、下記の申込先までファクス、メー
ルで申し込み

申込先
問合せ先

大分市産業活性化プラザ
〒870-8504
大分市金池南一丁目5番1号（J:COMホルトホール大分2階）
TEL：097-576-8879　　FAX：097-544-3011
メールアドレス：plaza-event@horutohall.jp

セミナー・研修等 佐伯市創業セミナー

対象者 受講希望者

内容
創業のための専門知識を身につけるためのセミナーです。
（経営・財務・商品開発・人材育成・資金計画作成・事業計画作
成など）

定員 なし

費用 未定

申込期間 ５月予定

申込方法 電話又はE-mailにてお申し込みください。

申込先
問合せ先

〒876-8585
佐伯市 地域振興部 商工振興課
TEL 0972-22-3943　FAX 0972-22-0025

創業や経営に役立つセミナーを開催しています　 大分市 

佐伯市で創業を目指す方へのセミナーを開催します
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セミナー・研修等 臼杵市創業支援セミナー

対象者 創業予定者、創業５年未満の方、創業に興味がある方等

内容
創業に関する基礎的知識を身につけるためのセミナーです。
（経営・財務・販路開拓・人材育成・事業計画作成など）

定員 20名程度

費用 無料

開催時期 ７月、２月（予定）

申込方法 臼杵市産業促進課にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

臼杵市 産業促進課
TEL 0972-63-1111　FAX 0972-64-0203

臼杵市で創業を目指す方へのセミナーを開催します
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セミナー・研修等 〝OITA4.0〟推進フォーラム（仮称）

対象者 県内企業等

内容
IoTの最新動向を知る専門家の講演や、県内でIoTプロジェクトに取り組んで
いる企業の事例発表等を行います。

定員 １５０名程度

費用 無料

申込期間 ７月下旬（予定）

申込方法 県が指定する様式等により、下記申込先に提出。

申込先
問合せ先

〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号
大分県商工観光労働部情報政策課　ＩＴ戦略推進班
（県庁舎本館７階）
TEL 097-506-2062　FAX 097-506-1728

セミナー・研修等 人手不足時代に対応した業務効率化セミナー（仮称）

対象者 県内企業等

内容
自社の業務プロセス改善、経費や売上の見える化など、ITの身近な使い方に
ついて、事例も交えながら、わかりやすくお伝えします。
【開催地域】県内６箇所（予定）

定員 10～３０名程度（開催地域毎に設定します）

費用 無料

申込期間 未定（開催地域毎に随時募集します）

申込方法 下記にお問い合わせ下さい。

申込先
問合せ先

〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号
大分県商工観光労働部情報政策課　ＩＴ戦略推進班
（県庁舎本館７階）
TEL 097-506-2062　FAX 097-506-1728

セミナー・研修等 スマート工場主導人材育成研修

対象者 県内の製造業やIT企業等の経営幹部や現場責任者

内容

製造業におけるスマート工場化（工場全体のデータや設備等が一元的につな
がり、生産管理や納期調整、試作等がスピードアップした工場をイメージし
ています）に取り組むにあたって必要となるツールや実行方法などを学ぶ研
修を実施します。
【開催回数】5回程度（予定）

募集数 20～３０名程度

費用 無料（予定）

申込期間 未定

申込方法 下記にお問い合わせ下さい。

問合せ先

〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号
大分県商工観光労働部情報政策課　ＩＴ戦略推進班
（県庁舎本館７階）
TEL 097-506-2062　FAX 097-506-1728

IoT、AI、ロボットなど革新的技術に関する県内外の動向をお伝えします

ITの仕事への役立て方を、お近くの地域で、わかりやすくお伝えします

世界のトレンド「スマート工場化」に取り組みたい企業やベンダー向けの研修です
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セミナー・研修等 おおいたＩＴ人材塾

対象者 県内企業内のＩＴ技術者、フリーエンジニア　等

内容

ＩＴ技術者の技術習得や意識啓発に係る以下のセミナー等を実施します。
・国内ＩＴ業界をリードする技術者や経営者を講師としたトップレベルセミ
ナー
・地域の課題解決等をテーマとしたワークショップ
・卒塾生等を加えたアイデアソン・ハッカソン　　等

募集数 30名程度

費用 無料

申込期間 ５～６月（予定）

申込方法 下記にお問い合わせ下さい。

問合せ先

〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号
大分県商工観光労働部情報政策課　ＩＴ戦略推進班
（県庁舎本館７階）
TEL 097-506-2062　FAX 097-506-1728

セミナー・研修等 情報セキュリティマネジメントセミナー及び資格取得対策講座

対象者
県内企業等経営者、情報セキュリティ対策を担う技術者等
※IT企業だけでなく、一般の中小企業者歓迎です

内容

重要性を増す情報セキュリティに関する啓発セミナーを実施するとともに、
国家資格である情報セキュリティマネジメントの資格取得対策講座を開催し
ます。
・資格取得対策講座…２日間×年2回　開催予定

定員 セミナー：100名程度　　対策講座：30名程度（各回）

費用 セミナー：無料　　　　　対策講座：無料

申込期間 セミナー：8月頃　　　　対策講座：９月頃、２月頃　　※予定

申込方法 下記にお問い合わせ下さい。

申込先
問合せ先

〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号
大分県商工観光労働部情報政策課　ＩＴ戦略推進班
（県庁舎本館７階）
TEL 097-506-2062　FAX 097-506-1728

社内のＩＴ技術者の人的ネットワークを広げてみませんか

IoT時代に向け会社の情報セキュリティ対策を強化しませんか
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セミナー・研修等 ドローン産業振興事業

対象者 大分県ドローン協議会会員企業

内容

　ドローンに関するビジネス、活用、研究開発などについて、専
門家や先端事例を紹介するとともに、特殊用途のエンジニア育成
など企業におけるドローン技術者の高度化を図るための講習会を
開催します。

定員 研修会、講習会毎に異なります

費用 研修会、講習会毎に異なります

申込期間 研修会、講習会毎に異なります

申込方法 大分県ドローン協議会事務局にお問い合わせください

申込先
問合せ先

大分県ドローン協議会事務局
　大分県産業科学技術センター　電子・情報担当
　〒８７０－１１１７　大分市高江西１－４３６１－１０
　 ＴＥＬ：０９７－５９６－７１０１
　 ＦＡＸ：０９７－５９６－７１１０

セミナー・研修等 半導体基礎講座、技術セミナー、トップセミナー

対象者 大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議会員企業

内容

半導体についての基礎から、経営に関するテーマまで幅広く行い
ます。
・半導体基礎講座（対象は新人、3日間、座学と工場見学）
・技術セミナー（対象は中堅～幹部、年3回程度、品質やAI等）
・トップセミナー（対象は幹部～経営層、年3回程度、市場動向
等）

定員 特になし

費用 半導体基礎講座は、参加費負担があります。

申込期間 各セミナー開催のおよそ１か月前

申込方法
大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議事務局（大分県産業科学技
術センター内）へ所定の様式（別途募集時に設定）で申請

申込先
問合せ先

大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議事務局
〒870-1117
大分県大分市高江西1-4361-10
大分県産業科学技術センター内
TＥＬ：097-596-7179

ドローンに関する様々な知識や操縦方法を学んでみませんか

半導体の基礎から世界の動向まで幅広い情報を提供します

-60-



セミナー・研修等 食品加工リーダー研修会

対象者 おおいた食品産業企業会会員企業

内容

将来の工場長など、食品製造・加工現場を担うリーダーを育成す
る連続講座（全１０回　2019年６月～翌年２月予定）

講座内容（予定）：食品製造の基礎知識、品質管理、食品表示、
商品開発・商品流通、コーチング、包材、製造原価、製造装置・
加工技術　等

定員 １０名程度

費用 受講料は無料

申込期間 2019年４月2２日（月）～2019年５月2４日（金）

申込方法 おおいた食品産業企業会事務局にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

おおいた食品産業企業会事務局
　大分県商工労働部工業振興課内
　〒870-8501　大分市大手町３丁目１番１号
　 ＴＥＬ：０９７－５０６－３２６６
　 ＦＡＸ：０９７－５０６－１７５３

セミナー・研修等 ＨＡＣＣＰ制度化に向けた取組

対象者 おおいた食品産業企業会会員企業

内容

改正食品衛生法で制度化されたＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の第
１歩、自社商品のＨＡＣＣＰプラン策定を実践するワークショッ
プ（１日）を、全８回開催（予定）
ワークショップ受講後は、プランの添削支援（1社あたり最大３
回まで）を実施。
また、アドバイザーを派遣し、企業のHACCP対応への課題解決
や取組着手の必要性を周知

定員 １回あたり５社～１０社

費用 受講料は無料

申込期間 各回開催１月前頃

申込方法 おおいた食品産業企業会事務局にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

おおいた食品産業企業会事務局
　大分県商工労働部工業振興課内
　〒870-8501　大分市大手町３丁目１番１号
　 ＴＥＬ：０９７－５０６－３２６６
　 ＦＡＸ：０９７－５０６－１７５３

製造・加工現場のリーダーを育成する研修会を開催します

制度化されたＨＡＣＣＰに基づく衛生管理を導入されましたか
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セミナー・研修等 現場改善セミナー

対象者 大分県自動車関連企業会会員企業等

内容
製造設備・機械の保守保全に関する知識と技術を身につけるための
セミナーを開催

定員 30名

費用 企業会会員は無料

申込期間 未定

申込方法
大分県自動車関連企業会事務局（大分県商工労働部工業振興課内）
へ連絡

申込先
問合せ先

大分県自動車関連企業会事務局
（大分県商工労働部工業振興課内）
（県庁舎本館７階）
TEL 097-506-3293

セミナー・研修等 金型保全技術者育成講座

対象者 自動車関連企業

内容

【大分県主催事業】
　①プレス金型保全技術者育成講座
　（板プレス加工金型のﾒﾝﾃ・補修技術の習得）
　②射出成形金型保全技術者育成講座
　（熱硬化性樹脂の射出成形金型のﾒﾝﾃ・補修技術の習得）
【大分県自動車関連企業会主催事業】
　③金型補修技能講習
　（金型補修のための溶接技術の習得）
　　※開催期日、会場、定員等は後日県HP等で公表します。

定員 各講座10名

費用 ①及び②は無料。③は6,000円

申込期間 ４～５月

申込方法
大分県商工労働部工業振興課へ申込書を提出
（様式は募集案内と併せて提示）

申込先
問合せ先

大分県自動車関連企業会事務局
（大分県商工労働部工業振興課内）
（県庁舎本館７階）
TEL 097-506-3293

自動車関連企業の製造現場で働くみなさま向けのセミナーを開催します

金型の長寿命化を実現する保全技術者を養成します
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セミナー・研修等 大分ものづくり未来塾（若手技術者育成研修）

対象者 大分県工業連合会 会員企業

内容

　企業の若手技術者を対象に、ものづくりに対する基本的な考え方や
業務改善における重要な知識を習得するための集中講義とOJT実践を
組み合わせた体験型研修を行います。
　特に、ものづくり産業の将来を見据えたIoTやクリエイティブ等の
視点に触れることで、現場リーダーとなる人材の育成を図ります。
　集中講義：前期 7月頃（２日間）、後期１０月頃（２日間）
　現場研修：８～９月（月１回 計2回）
　OJT実践： 8～10月（月１回 計3回以上）　　いずれも予定

定員 ３０名程度

費用
約３.5万円／名（前期後期に係る宿泊費、食費及び懇親会費、資料代
等）

申込期間
4～７月上旬まで随時（下記ホームページなどでお知らせします。）
（一社）大分県工業連合会　http://oitakenkoren.or.jp/

申込方法
申込用紙（以下のWEBサイトからダウンロード可）を申込先に提出
（一社）大分県工業連合会　http://oitakenkoren.or.jp/

申込先
問合せ先

（一社）大分県工業連合会事務局
　（大分県商工労働部工業振興課工業支援班／県庁本館７階）
　TEL 097-506-3298　FAX 097-506-1753

セミナー・研修等 技術指導・試験事業

対象者 大分県内の事業者・創業を目指す方

内容

技術研修（一部有料）
　企業技術者を対象とした各種技術研修会・講習会を実施します。
　また、企業のご要望に応じた技術研修を実施する制度もございま
す。
　大分県産業科学技術センターのホームページ、メール便で御案内し
ます。

定員 研修会、講習会毎に異なります

費用 研修会、講習会毎に異なります

申込期間 研修会、講習会毎に異なります

申込方法 大分県産業科学技術センターのホームページ、メール便で御案内します。

申込先
問合せ先

大分県産業科学技術センター　企画連携担当
　〒８７０－１１１７　大分市高江西１－４３６１－１０
　 ＴＥＬ：０９７－５９６－７１０１
　 ＦＡＸ：０９７－５９６－７１１０
　 HP：http://www.oita-ri.jp　　E-mail：info@oita-ri.jp

ものづくり企業の現場リーダーを育成する研修を開催します

技術向上、企業の業績向上のヒントをお伝えします
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セミナー・研修等 ものづくり・サービス業連携セミナー

対象者 大分県内の事業者

内容
ものづくり企業とサービス事業者の連携による事業化・製品化を支援
するセミナーを開催し、付加価値の高い新製品や競争力のある新技
術・新サービスの開発を促進します。

定員 ３０～５０名　程度

費用 無料

申込期間

申込み方法

申込先
問合せ先

大分県商工労働部工業振興課内
　〒870-8501　大分市大手町３丁目１番１号
　ＴＥＬ：０９７－５０６－３２６７
　ＦＡＸ：０９７－５０６－１７５３

ものづくり企業とサービス事業者の連携を促進するセミナーを開催します

下記の窓口にお問い合わせください。
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セミナー・研修等 在職者技能向上セミナー(高等技術専門校及び竹工芸訓練センター）

対象者 在職者の方

内容

在職者の方のためのセミナーです。コースの詳細は各校ホームページを
ご覧下さい。ホームページ記載以外のコースをご希望される場合は最寄
りの校にご相談ください。実施可能であればオーダーメイドもいたしま
す。お気軽にご相談ください。

平成３1年度開講予定
大分高等技術専門校　１１コース　定員１６８名
佐伯高等技術専門校　　６コース　定員　６０名
日田高等技術専門校　　５コース　定員　７５名
竹工芸訓練センター　　１コース　定員　１２名
全２３コースで定員３１５名

詳細：各校ホームページ
大分高等技術専門校　http://www.oita-tech.ac.jp
佐伯高等技術専門校　http://www.saiki-tc.ac.jp
日田高等技術専門校　http://www.hita-tc.ac.jp
竹工芸訓練センター   http://www.pref.oita.jp/site/280/

定員 各コースで定員が異なります。

費用
受講料無料
別途テキストのご購入が必要なセミナーもあります。

申込期間 各コースで異なります。

申込方法 各校に電話で直接申し込みください。

申込先
問合せ先

大分高等技術専門校　TEL　０９７－５４２－３４１１
佐伯高等技術専門校　TEL　０９７２－２２－０７６７
日田高等技術専門校　TEL　０９７３－２２－０７８９
竹工芸訓練センター　TEL   ０９７７－２３－３６０９

企業の社員向けに技能向上セミナーを開催しています（高等技術専門校）
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セミナー・研修等 産学交流サロン

対象者 中小企業者や教育・研究機関関係者等

内容

　企業や大学関係者等の産学の関係者が集い、企業が抱えている問題に大
学や研究機関等が培ってきた研究成果を活用できないか気軽に話し合える
きっかけづくりの場になるように、講演会、現地見学、意見交換会、交流
会等を年4回程度開催しています。

定員 20名程度

費用
無料
※交流会に参加する場合は、別途会費が必要

申込期間
各開催ごとに申込期間が異なるため、ホームページまたは市報等でご確認
ください。
ホームページ：http://sangyo.horutohall-oita.jp/

申込方法
申込書に必要事項を記入の上、下記の申込先までファクス、メール等で申
し込み

申込先
問合せ先

大分市産業活性化プラザ
〒870-8504
大分市金池南一丁目5番1号（J:COMホルトホール大分2階）
TEL：097-576-8879　　FAX：097-544-3011
メールアドレス：plaza-event@horutohall.jp

産学による共同研究・共同開発のきっかけづくりを応援します　 大分市 
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セミナー・研修等 貿易・投資等セミナー

対象者 貿易、海外への投資等に関心のある方

内容

年間を通じて、様々なテーマで、セミナーを開催しています。
内容や申込等に係る詳細については、各回ごとにジェトロ大分の
ホームページ等で告知します。
（平成30年度の主な開催例）
・日EU・EPAビジネスセミナー
・日本産酒類（焼酎、日本酒）輸出セミナー
・はじめての海外ビジネス勉強会　　　等

定員 各回ごとに異なる

費用 無料（一部、有料の場合もあり）

申込期間 ホームページ等により告知

申込方法 ホームページ等により告知

申込先
問合せ先

〒８７０－００３７
大分市東春日町１７－１９ 大分ソフィアプラザビル４階
日本貿易振興機構大分貿易情報センター（ジェトロ大分）
ＴＥＬ 097-513-1868  FＡＸ 097-513-1881
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/oita/

貿易や海外投資のポイントをお伝えします
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セミナー・研修等 「おおいた働き方改革」経営者勉強会

対象者 企業経営者・人事担当責任者等

内容

企業の経営トップに働き方改革への理解を深めていただくための
勉強会を開催します。

（開催予定）
開催場所：６会場（大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、
竹田市）で開催予定
開催時期：６月上旬～中旬

定員 30人（１会場）

費用 無料

申込期間 県のホームページ等でお知らせします。

申込方法 下記の大分県雇用労働政策課にご連絡ください。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部雇用労働政策課労政福祉班（県庁本館７階）
〒870-８５０１
大分市大手町３－１－１
TEL 097-506-3327　FAX 097-506-1756
E-mail  a14580@pref.oita.lg.jp

セミナー・研修等 「おおいた働き方改革」推進リーダー養成講座

対象者 企業経営者・人事担当責任者等

内容

ワーク・ライフ・バランスの推進による働き方改革の実現に中心
となって取り組む企業内リーダーの育成を目的に開催します。

（開催予定）
大分市内で開催、全３回（３ヶ月）を１コースとして実施
開催時期：６月～８月頃
※１回目：働き方改革の意義・必要性を理解する
　２回目：自社の課題を見つけ出し解決策を検討する
　３回目：自社のアクションプランを作成する

定員 30社（１コース）

費用 無料

申込期間 県のホームページ等でお知らせします。

申込方法 下記の大分県雇用労働政策課にご連絡ください。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部雇用労働政策課労政福祉班（県庁本館７階）
〒870-８５０１
大分市大手町３－１－１
TEL 097-506-3327　FAX 097-506-1756
E-mail  a14580@pref.oita.lg.jp

働き方を見直して、生産性の向上、優秀な人材の確保・定着につなげる 
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セミナー・研修等 ワークルール出前講座

対象者 使用者、労働者、学校（高校生、学生）等

内容
労働問題全般（労働法関係、各種ハラスメント対策等）について
の出前講座を受け付けています。

定員 定めていません。

費用 無料（実施会場、プロジェクター等は要。）

申込期間 随時受け付けています。

申込方法 電話、FAXにより受け付けております。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部雇用労働政策課
労働相談・啓発班（県庁舎本館７階）
TEL 097-506-3353　FAX 097-506-1756
※大分県ホームページ（おおいたの労働→労働教育）から
   申込書様式をダウンロードできます。

セミナー・研修等 在宅ワーク活用セミナー

対象者

在宅ワーカーの活用に関心のある企業、業務を発注したい企業等

※在宅ワーカーは、自宅でパソコン等を使って請負契約に基づき
サービスの提供を行う個人事業主（企業との雇用関係なし）で
す。
（在宅ワークの例：Webサイト作成、Webデザイン・ライティ
ング、データ入力、音声起こし、設計・製図（CAD）等）

内容

在宅ワーク活用の利点・注意点、活用の手順などを説明する他、
在宅ワーカーを効果的に活用している発注企業の事例を紹介しま
す。
●開催場所：県内１カ所（大分市）
●開催時期：10月～１１月頃

定員 30社程度

費用 無料

申込期間 県のホームページ等でお知らせします。

申込方法 下記の大分県雇用労働政策課にご連絡ください。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部雇用労働政策課　労政福祉班（県庁本館７階）
〒870-８５０１　大分市大手町３－１－１
TEL 097-506-3327　FAX 097-506-1756
E-mail  a14580@pref.oita.lg.jp

労働問題に関する出前講座です（無料!）

在宅ワークの活用を検討してみませんか 
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認定・表彰 知的財産創出支援事業

対象者 県内に主たる事業所を持つ中小企業者、大学、高等学校等

内容

本県の産業振興に資する優秀な特許案件を出願した中小企業等を顕
彰し、賞金を交付。
応募は、1社1件までとする。

○賞金及び被顕彰数
　1件あたり賞金20万円、被顕彰数４件以内

メリット
・審査請求、弁理士費用に充当
・自社技術のPR（発明者のモチベーションUP）
・知財取得の機運上昇

申込期間
2019年11月中旬から同年12月末までを予定
　（1月に選考審査会を実施予定）

申込方法
応募申込み等（以下のWEBサイトからダウンロード可）を下記の
申込先に提出
http://www.pref.oita.jp/soshiki/14240/

申込先
問合せ先

大分県商工労働部新産業振興室
新産業・技術振興班（県庁舎本館７階）
TEL 097-506-3273　FAX 097-506-1753

求む“新アイデア”  特許チャレンジコンテスト
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認定・表彰 「おおいた働き方改革」推進優良企業表彰

対象者
「おおいた子育て応援団（しごと子育てサポート企業）」認証制度
登録企業のうち、県の定めた表彰選考基準を満たす企業

内容

仕事と生活が両立できる様々な制度を設ける等、多様で柔軟な働き
方を選択できる働きやすい職場環境を整備し、かつ、長時間労働の
抑制や年次有給休暇の取得促進等の働き方の見直しを行い、その成
果が認められる企業を表彰します。

メリット

①県民から広く認知されるよう、県が開催する就職説明会や広報誌
   等で積極的にＰＲを行います。
②県が主催する就職説明会参加企業選考の際の加点対象となりま
   す。
③大分県商工労働部所管の一部の補助金採択の際、加点対象となり
　ます。
④中小企業向け制度資金「働き方改革等推進特別融資」の
   対象となります。（制度資金の詳細については各金融機関へお問
　合せ下さい）

申込期間
2019年6月頃から募集開始予定。
県のホームページ等でお知らせします。

申込方法
募集開始日以降、県のホームページに掲載する応募用紙及び選考資
料に必要事項を記入のうえ、参考資料を添付して下記まで提出して
ください。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部雇用労働政策課
〒870-８５０１
大分市大手町３－１－１
TEL 097-506-3327　FAX 097-506-1756
E-mail  a14580@pref.oita.lg.jp

          

働きやすい職場環境づくりに取り組む企業を表彰します
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認定・表彰 えるぼし認定

対象者 大分県内の事業主

内容

以下の基準を満たす事業所を女性の活躍推進に関する取組の実施状
況等が優良な企業として認定（えるぼし認定）します。

①男女別の採用における競争倍率が同程度であること
②女性労働者の平均勤続年数÷男性労働者の平均勤続年数が雇用管
理区分ごとにそれぞれ０．７以上であること等
③雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時
間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て４５時
間未満であること
④管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値
以上であること等
⑤直近の３事業年度に「女性の非正社員から正社員への転換」等の
実績を有すること
※詳細については下記問合せ先までお願いします。

メリット

①各府省等が総合評価落札方式又は企画競争による調達によって公
共調達を実施する場合は加点評価されます。
②認定マーク（愛称：えるぼし）を商品、広告、求人広告などに付
け、女性活躍推進企業であることをＰＲでき、企業イメージの向
上、優秀な人材の確保等が期待できます。

申請期間 随時

申請方法
「基準適合一般事業主認定申請書」に必要書類を添付して、下記へ
申請して下さい。

申込先
問合せ先

大分労働局雇用環境・均等室
〒870-0037
大分市東春日町17-20　大分第２ソフィアビル３階
TEL 097-532-4025　FAX 097-573-8666

女性活躍推進企業を国が認定します
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認定・表彰 くるみん認定

対象者 大分県内の事業主

内容

基準（１０項目）を満たす事業所を「子育てサポート企業」として
認定（くるみん認定）します。

【認定基準】
・行動計画の計画期間が、２年以上５年以下であること
・策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと
・計画期間に男性の育休等取得者が７％以上であること、もしくは
男性の育休取得者及び企業独自の休暇制度利用者が合計１５％以上
かつ育休取得者が１人以上であること
・計画期間に女性の育休等取得率が７５％以上であること
・３歳から小学校就学前の子を育てる従業員について、所定労働時
間の短縮措置等の制度を講じていること
・フルタイム労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各
月４５時間未満であること、かつ月平均の法定時間外労働６０時間
以上の労働者がいないこと　など

※他の認定基準及び詳細については下記問合せ先までお願いしま
す。

メリット

①認定を受けると認定マーク（愛称：くるみん）を商品、広告、求
人広告などに付け、子育てサポート企業であることをＰＲできま
す。その結果、企業イメージの向上、従業員のモラールアップやそ
れに伴う生産性の向上、優秀な従業員の採用・定着が期待できま
す。
②中小企業向け制度資金「働き方改革等推進特別融資」の対象とな
ります（制度資金の詳細については各金融機関へお問合せ下さい）
③県が主催する就職説明会参加企業選考の際の加点対象となりま
す。
④大分県商工労働部所管の一部の補助金採択の際、加点対象となり
ます。

申請期間 随時（行動計画期間終了後）

申請方法
「基準適合一般事業主認定申請書」に必要書類を添付して、下記へ
申請して下さい。

申込先
問合せ先

大分労働局雇用環境・均等室
〒870-0037
大分市東春日町17-20　大分第２ソフィアビル３階
TEL 097-532-4025　FAX 097-573-8666

子育てサポートが充実している企業を国が認定します
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認定・表彰 おおいた子育て応援団「しごと子育てサポート企業」認証制度

対象者
県内に本社又は事業所があり、常時労働者を雇用して事業活動を
行っている企業

内容

子どもと子育て家庭を社会全体で応援する取組を進めるため、社員
の出産や子育てをサポートする企業を、おおいた子育て応援団「し
ごと子育てサポート企業」として認証しています。

●認証対象：次世代育成支援対策推進法に基づき一般事業主行動
                 　計画を策定し、労働局に届け出ている企業。

メリット

①県のホームページ等で広く県民に紹介します。
②認証マークを会社案内や名刺に使用でき、企業イメージの向上、
　優秀な人材の確保につながります。
③県が主催する就職説明会参加企業選考の際の加点対象となりま
   す。
④大分県商工労働部所管の一部の補助金採択の際、加点対象とな
　ります。
⑤この制度と連携した金融機関の融資金利の優遇が受けられます。

申込期間 随時

申込方法

認証申請書（以下のWEBサイトからダウンロード可）を大分県雇
用労働政策課へ提出してください。
http://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/workkosodate-
0001.html

申込先
問合せ先

大分県商工労働部雇用労働政策課労政福祉班
〒870-８５０１
大分市大手町３－１－１
TEL 097-506-3327　FAX 097-506-1756
E-mail  a14580@pref.oita.lg.jp

子育てサポートが充実している企業を県が認証します
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認定・表彰 うさし子育て応援企業認証制度

対象者 市内に本社または事業所があり、市内において事業活動を行う企業

対象事業

以下の取組を行う事業所を「うさし子育て応援企業」として認定
します。
①次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画（以下、
　「行動計画」という。）を策定し、都道府県労働局に届け出てい
る。
②行動計画策定後、同計画を労働者に周知し、実践している。
③「子育て応援企業認証申請書（様式第1号）別表の雇用環境の
　整備に関する事項に該当する項目が５項目以上ある。
④社会通念上、認証するに適当でないと認められる事由がない。

メリット
認証企業であることを市のホームページ等で掲載することで、企業
のイメージアップにつながり、名刺等にも表示することができま
す。

申込期間 随時

申込方法

申請書（以下のWEBサイトからダウンロード可）を宇佐市役所子
育て支援課へ提出してください。申請書は子育て支援課にもありま
す。
http://www.usacoco.jp/parenting/information/companies/

申込先
問合せ先

宇佐市 福祉保健部 子育て支援課
〒879-0492
宇佐市大字上田1030-1
TEL 0978-27-8143（直通）　FAX 0978-32-1766

子育てと仕事の両立支援に取り組む企業を宇佐市が認定します
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認定・表彰 健康経営事業所登録・認定制度／優秀健康経営事業所知事顕彰

対象者 大分県内の事業所

内容

働く人の健康増進を会社の成長につなげようとする考え方のもと
「健康経営」の普及を図るため、協会けんぽ大分支部と協力し、健
康経営事業所の登録・認定制度を設けています。

毎年、認定された事業所のうち、他の模範となり、今後も継続した
取り組みが期待できる事業所を県知事が顕彰しています（毎年５事
業所以内）。

○認定基準
　下記、５つの取り組みを全て行っていること
　　１．健康診断受診率及び結果の把握率100％
　　２．事業主による主導的な健康づくりの推進
　　　　（例：宣言書の掲示、社員が自己管理できるよう血圧計や
　　　　　　　体重計等の設置など）
　　３．事業所建物内禁煙または敷地内禁煙
　　４．社員への健康情報の提供（月１回以上）
　　５．事業所ぐるみの健康増進の取り組み
　　　　（例：ラジオ体操やウォーキング大会への参加、職場で注
　　　　　　　文する弁当をヘルシー弁当にするなど）

　

メリット

○認定のメリット
①県民から広く認知されるよう、県ホームページや広報誌等で積極
的にＰＲを行います。
②ハローワーク求人票にある『会社の特長欄』に認定事業所である
ことを記載することができます。
③中小企業向け制度資金「働き方改革等推進特別融資」の対象とな
ります。（制度資金の詳細については各金融機関へお問合せくださ
い）
④知事顕彰歴のある事業所は、県が主催する就職説明会参加企業選
考の際の加点対象となります。

申請期間
・登録申請は随時
・認定審査は、毎年1～２月に提出する実績報告書をもとに審査

申請方法

・登録申請書（以下のWEBサイトからダウンロード可）を所在地
を管轄する県保健所・保健部（大分市は下記健康づくり支援課）へ
提出してください。
http://www.pref.oita.jp/site/kenkozyumyo-nipponichi-
oita/kenkoukeiei-syoukai.html

申込先
問合せ先

大分県福祉保健部健康づくり支援課
〒870-8501
大分市大手町3丁目1番1号
TEL 097-506-2666　FAX 097-506-1735

従業員の健康づくりに積極的に取り組む事業所を認定、表彰します
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認定・表彰 ユースエール認定制度

対象者 大分県内の事業所

内容

　若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な
中小企業を若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が認定する制度で
す。
　認定した企業の情報発信を後押しすることなどにより、企業が求め
る人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチング向上を図ります。
【認定基準】
・学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込又は募集を行っている
こと
・ユースエール認定基準（離職率、労働時間、年次有給休暇等）を満
たしていること　など
※他の認定基準については下記問合せ先までお願いします。

メリット

①ハローワーク等で積極的にPRしますので、若者や新卒者からの応募
増が期待できます。
②若者の採用・育成を支援するため、関係助成金を活用する際、一定
額が加算されます。
③自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能となります。
④労働局等が実施する就職面接会などへ優先参加できます。
⑤日本政策金融公庫において実施している「働き方改革推進支援資金
（企業活力強化貸付）」を利用する際、低利融資を受けることができ
ます。
⑥公共調達における加点評価が受けられます。

申込期間 随時

申込方法
「基準適合事業主認定申請書」に必要書類を添付して、下記へ申請し
て下さい。

申込先
問合せ先

【問合せ先】
大分労働局職業安定部職業安定課
〒８７０－００３７
大分市東春日町１７－２０　大分第２ソフィアプラザビル３階
TEL０９７－５３５－２０９０　FAX０９７－５３５－２０９１
【申込み先】
大分労働局職業安定部職業安定課または最寄りのハローワーク

若者の採用、育成に熱心な中小企業を国が認定します
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情報発信 物産検索システム「物産おおいた」

対象
県内で製造される農林水産物、加工食品、スイーツ、飲料、アル
コール類及び工芸品 等

内容

「大分の良い商品がほしいのだけど…」という消費者、また「取
り扱う大分の物産品を探しているのだが…」といった流通関係者
等が簡単に閲覧でき、大分県産品の様々な情報を提供できるよ
う、 Webサイト「物産おおいた」を運営しています。
　商品登録事業者は、随時商品登録が可能です。また、直接メー
ルでフェアや商談会など販路開拓・拡大に関する情報を配信しま
す。登録された流通関係者には定期的に新規登録商品等の情報を
配信します。

【物産おおいたの主な機能】
　① 登録商品の検索・紹介
　② 新着商品のピックアップ紹介
　③ 商品別・企業別アクセスランキング
　④ 商談会などのお知らせ掲載、メール配信
　⑤ 流通関係者への定期的な商品情報配信

　物産おおいた HPアドレス　http://bussan-oita.jp/

費用 無料

申込期間 随時

申込方法

登録様式（以下のWEBサイトからダウンロード可）を専用のＥ
メールアドレス data@bussan-oita.jp に送信。

物産おおいた http://bussan-oita.jp/

申込先
問合せ先

大分県商工労働部商業・サービス業振興課
貿易・物産・フラッグショップ班（県庁本館７階）
TEL 097-506-328８　FAX 097-506-1754

大分県産の商品情報を全国・世界へ発信します
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情報発信 労働情報ページ「おおいたの労働」

対象
県内外の労働に関する各種情報、各種労働統計・調査、労働相談
案内など

内容

県庁ホームページ内のwebサイト「おおいたの労働」に労働に関
する各種情報を掲載しています。調査結果やパンフレットなどは
ダウンロードできます。
(掲載内容の事例)
・各種労働相談の実施場所・日時の案内、労働相談窓口の紹介
・労働統計・調査結果の概要(賃上げ、夏季・年末一時金状況、
労働組合基礎調査、労働福祉等実態調査など)、県内の最低賃金
・労働情報誌「労働おおいた」最新号及びバックナンバー(PDF
ファイル)
・ワークルールに関するパンフレット　　など

費用 －

申込期間 随時

申込方法 アドレス http://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/

申込先
問合せ先

大分県商工労働部雇用労働政策課(労働相談・啓発班)
県庁舎本館7階
TEL 097-506-3351～3354 FAX 097-506-1756

身近な労働関連情報はＨＰ「おおいたの労働」へ
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情報発信 中津市企業情報提供サイト

対象

地元の求職者やＵＩＪターン希望者などを中津市内で正社員とし
て雇用する予定又は中津市内に本社もしくは支社のある企業・事
業所等。
※現在雇用の予定がなくても、将来的に雇用の予定や意欲があれ
ば掲載可能です。

内容

・企業の基本情報、求人・採用情報（具体的な就労条件、採用予
定時期や人数など）
・具体的な仕事の内容
・研修制度や福利厚生の内容　など
※「掲載企業登録シート」に記載していただきます。

費用 無料

申込期間 随時

申込方法
申込様式（以下のWEBサイトからダウンロード可）を商工振興
課まで提出
http://www.city-nakatsu.jp/doc/2017112700115/

申込先
問合せ先

中津市　商工農林水産部　商工振興課
〒871-8501　中津市豊田町14番地3
TEL：0979-22-1111　FAX：0979-24-4020

情報発信 中小企業情報発信事業

対象 日出町内に事業所のある中小企業等

内容

日出町商工観光課職員が町内中小企業に企業訪問を行い、その企
業の取組、製品等企業情報の収集を行う。

町の広報誌に事業活動など企業情報を掲載する。
企業名は知っていても、事業内容など一般にはなじみがなく、ま
たお知らせする機会は少ないため、広報誌に掲載することで
PR、企業のイメージアップを図るなど中小企業支援につなげ
る。

費用 無料

申込期間 随時

申込方法 日出町商工観光課に直接電話連絡

申込先
問合せ先

日出町商工観光課
〒８７９-１５９２
速見郡日出町２９７４番地１
TEL０９７７-７３-３１５８

あなたの会社を中津市がPRします 

日出町にある企業の魅力をPRします
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共同研究 研究開発事業（企業ニーズ対応型研究事業）

対象者 大分県内の事業者【審査あり、年間５社程度を採択】

内容

産業科学技術センターの研究員がパートナーとして、技術課題の解
決や要望に応じた研究に取り組みます。
・企業が自社のみで実施できない研究開発をセンターと共同で実施
・企業とセンターで、課題を分担して研究を実施
・企業ニーズに基づいた研究を実施し、新事業展開へとつながる中
　小企業の研究開発を支援。
・センターと共に産学官のグループ等を形成し、国などが実施する
　公募型の研究開発事業に提案して外部資金を導入する制度【提案
　型技術開発受託研究事業】

費用
必要な研究費は、分担部分をそれぞれが負担
（但し、センター負担分は企業負担以下）

申込期間
受付：４月１日～１２月２８日まで（その間は随時受付）
審査前に必要に応じて研究担当者が企業へ伺い調査を行います。

申込方法
開始時期、研究期間、及び研究予算等の実施内容については、個別
にご相談下さい。

申込先
問合せ先

大分県産業科学技術センター　企画連携担当
　〒８７０－１１１７　大分市高江西１－４３６１－１０
　 ＴＥＬ：０９７－５９６－７１０１
　 ＦＡＸ：０９７－５９６－７１１０
　 HP：http://www.oita-ri.jp　　E-mail：info@oita-ri.jp

貸付 技術指導・試験事業

対象者 大分県内の事業者・創業を目指す方など

内容
設備機器の利用
　各種試験機器・分析機器・加工機が利用できます。

費用 有料（利用機器毎に金額が異なります）

窓口設置場所
大分県産業科学技術センター　企画連携担当
　〒８７０－１１１７　大分市高江西１－４３６１－１０

利用時間

８：３０～１７：００
（土・日・祝祭日、年末年始（12/29～1/3）を除く）
平日の利用時間延長も可能です。詳細は事前に担当者にご相談くだ
さい。

申込先
問合せ先

大分県産業科学技術センター　企画連携担当
　〒８７０－１１１７　大分市高江西１－４３６１－１０
　 ＴＥＬ：０９７－５９６－７１０１
　 ＦＡＸ：０９７－５９６－７１１０
　 HP：http://www.oita-ri.jp　　E-mail：info@oita-ri.jp

産業科学技術センターの研究員と共同研究を行ってみませんか

製品や部品の分析・加工に役立つ設備機器をお貸しします
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その他 技能検定試験

対象 技能検定2級又は3級を受検される35歳未満の方

内容

ものづくり分野に従事する若者の育成・確保を目的として、35歳未
満の方が技能検定を受ける際の受検料を減額するもの。
◎対象者（次の①～③の全てに該当する方）
　①大分県職業能力開発協会が実施する2級または3級の技能検定実
技
　　試験を受検する方
　②35歳未満の方（実技試験実施日が属する年度の4月1日において
　　35歳に達していない方)
　③出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をもって
　　在留する者以外の方

費用

2級：一般及び在校生　８，９００円
3級：一般　　８，９００円
　　  在校生　２，９００円
※在校生とは、高等技術専門校、工科短期大学校、高等学校、高等専
門学校、専修学校、大学、短期大学校などの在学生をいう。

申込期間 大分県職業能力開発協会が定める期間（前期・後期試験有り）

申込方法

　次の提出書類及び受検手数料を添えて、大分県職業能力開発協会の
窓口へ持参又は郵送にて申込み
【提出書類】　①受検申請書　②本人確認書類(受検申請書に貼付）
　　　　　　　③実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、
　　　　　　　　免除資格を証明する書類

申込先
問合せ先

大分県職業能力開発協会
　〒870-1141　大分市大字下宗方字古川1035の1
　　TEL　097-542-3651　　FAX　097-542-0996

若者が受検する技能検定受検料が減額されています
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その他 大分市産業活性化プラザ　創業支援ルーム

対象者

①主に、会社を設立して事業を開始しようとする者または会社を
設立して５年経過していない者
②主に、個人で事業を開始しようとする者または個人で事業開始
後５年を経過していない者

内容

創業希望者や創業後間もない人が入居できる創業支援ルームに
て、ハード面（安価な賃貸スペースの提供）、ソフト面（イン
キュベーションマネージャーによる創業相談等）の両面から支援
を行います。
【施設内容】
　①創業支援ルームＡ１～Ａ６（約２８㎡）全６室
　②創業支援ルームＢ１～Ｂ４（約１４㎡）全４室
　③創業支援ルームＣ１～Ｃ３（約５㎡）　全３室
【入居期間】
　①創業支援ルームＡとＢタイプの使用許可期間は１年以内と
　　し、更新可能。創業支援ルームＣタイプの使用許可期間は
　　原則６ヶ月以内とし、更新は１回まで可。
　②原則として、創業支援ルームの使用許可期間は通算３年を
　　超えるこができません。また、入居後３年以内に事業開始
　　後５年を経過する場合は、５年目の最終日を超えて使用を
　　許可することはできません。

費用

【利用料金】
　①創業支援ルームＡ１～Ａ６ ：月額２５，５００円
　②創業支援ルームＢ１～Ｂ４ ：月額１２，９６０円
　③創業支援ルームＣ１～Ｃ３ ：月額　４，８３０円
　※入居後、１年以内は上記利用料金の半額。その他、専有部分
　　の電気使用料等の負担があります。

申込期間
一次募集：５月中旬～６月の予定
二次募集：１０月中旬～１１月の予定

申込方法
大分市産業活性化プラザに事前相談のうえ、申請書類（以下のＷ
ＥＢサイトから募集期間中にダウンロード可）を提出
http://sangyo.horutohall-oita.jp/download/

申込先
問合せ先

大分市産業活性化プラザ
〒870-8504
大分市金池南一丁目5番1号（J:COMホルトホール大分2階）
TEL：097-576-8879　　FAX：097-544-3011
メールアドレス：plaza-event@horutohall.jp

大分市内の創業者をハード・ソフトの両面から支援します
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その他 小規模企業共済

対象

・常時使用する従業員が２０人以下（宿泊業・娯楽業を除く商業・
サービス業では５人以下）の個人事業主及び会社役員
・事業に従事する組合員が２０人以下の企業組合の役員
・常時使用する従業員が２０人以下の協業組合の役員
・常時使用する従業員が２０人以下であって、農業の経営を主として
行っている農業組合法人の役員
・常時使用する従業員が５人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業
法人の社員。
・小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者（個人事業主１人
につき２人まで）

内容
個人事業をやめたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃
業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじ
め積み立てておくための共済制度。

掛金 月額1,000円～70,000円の範囲名（500円単位）で自由に選べます。

申込期間 随時

申込方法
下記Webサイトを参照
http://www.smrj.go.jp/skyosai/join/index.html

問合せ先

〒812-0038 福岡市博多区祗園町4番2号
　サムティ博多祇園BLDG.
　独立行政法人 中小企業基盤整備機構 九州本部（中小機構九州）
   共済普及課
　TEL 092-263-1532

その他 経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）

対象

・１年以上継続して事業を行っている中小企業者
・企業組合、協業組合
・事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を
行っている組合

内容
取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合、貸付
が受けられる共済制度。

掛金 月額5,000円～200,000円の範囲名（500円単位）で自由に選べます。

申込期間 随時

申込方法
下記Webサイトを参照
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/join/051285.html

問合せ先

〒812-0038 福岡市博多区祗園町4番2号
　サムティ博多祇園BLDG.
　独立行政法人 中小企業基盤整備機構 九州本部（中小機構九州）
   共済普及課
　TEL 092-263-1532

「経営者の退職金制度」に加入しませんか

「もしも」のときの資金調達手段を用意しませんか
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その他 中小企業勤労者福祉サービスセンター

対象 県内の人手不足に悩む中小企業・小規模事業者

内容

県内には労働者の福利厚生を支援することを目的として、大分
市・別府市・中津市の３ヵ所に勤労者福祉サービスセンターが広
域で設置され、関係市町村の支援で運営されています。会員にな
りますと安い掛け金で冠婚葬祭などの共済事業・全国で旅行や食
事などの割引サービス・健康診断などの補助・自己啓発事業の助
成などいろいろなサービスを受けることができます。人材不足に
悩んでいる経営者の皆さん、従業員の福利厚生の充実を図り、人
材確保を図りませんか。詳しくは、お近くの各サービスセンター
へお問い合わせください。

費用 入会金(0円～400円／一人)･会費(月額６００円～8００円／一人)

申込期間 随時

申込方法

◎　会社の所在地の各サービスセンターへ直接申し込んで下さ
い。
・おおいた勤労者サービスセンター(大分市・由布市)
・大分県東部勤労者福祉サービスセンター
　　(別府市・杵築市・国東市・日出町・姫島村)
・大分県北部勤労者福祉サービスセンター  (中津市・宇佐市・豊
後高田市)

申込先
問合せ先

おおいた勤労者サービスセンター　　　　097-548-5500
大分県東部勤労者福祉サービスセンター   0977-25-0030
大分県北部勤労者福祉サービスセンター   0979-23-7121

福利厚生おまかせください 社員の豊かで充実した生活をサポートします。

-85-



 商工団体名 所　在　地 ＴＥＬ番号

 中津市しもげ商工会  中津市耶馬溪町大字柿坂102番地1  0979-54-2073

 宇佐両院商工会  宇佐市安心院町下毛2112番地の1  0978-44-0381

 西国東商工会  豊後高田市中真玉31番地1  0978-53-4320

 姫島村商工会  東国東郡姫島村2025番地の2  0978-87-3026

 国東市商工会  国東市国東町鶴川160番地2  0978-72-2000

 杵築市商工会  杵築市大字南杵築308番地1  0978-62-2539

 日出町商工会  速見郡日出町2612番地の2  0977-72-2232

 日田地区商工会  日田市天瀬町桜竹671番地の2  0973-57-2976

 玖珠町商工会  玖珠郡玖珠町大字帆足125番地の1  09737-2-1211

 九重町商工会  玖珠郡九重町大字右田3157番地の7  09737-6-2424

 由布市商工会  由布市庄内町柿原207番地の4  097-582-0094

 野津原町商工会  大分市大字野津原800番地 大分市野津原支所内  097-588-0101

 九州アルプス商工会  竹田市久住町大字久住6164番地  0974-76-0151

 豊後大野市商工会  豊後大野市三重町市場539番地  0974-22-1193

 野津町商工会  臼杵市野津町大字野津市374番地の1  0974-32-2389

 佐伯市番匠商工会  佐伯市弥生大字上小倉656番地１  0972-46-0402

 佐伯市あまべ商工会  佐伯市鶴見大字地松浦1348番地  0972-33-0217

 大分商工会議所  大分市長浜町３丁目15番19号 097-536-3131

 別府商工会議所  別府市中央町７－８ 0977-25-3311

 中津商工会議所  中津市殿町1383番地の1 0979-22-2250

 日田商工会議所  日田市三本松２丁目2-16 0973-22-3184

 佐伯商工会議所  佐伯市向島１丁目10番1号 0972-22-1550

 臼杵商工会議所  臼杵市大字臼杵字洲崎72番地の126 0972-63-8811

 津久見商工会議所  津久見市港町1番21号 0972-82-5111

 竹田商工会議所  竹田市大字竹田1920番地1 0974-63-3161

 豊後高田商工会議所  豊後高田市新町986番地2 0978-22-2412

 宇佐商工会議所  宇佐市大字辛島198番地の2 0978-33-3433

大分県商工会連合会  大分市金池町３丁目１番６４号 097-534-9507

大分県中小企業団体中央会  大分市金池町３丁目１番６４号 097-536-6331

各種相談はまずは最寄りの商工会・商工会議所へ
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