
おかやま起業支援金とは…
　岡山県内で、地域課題の解決を目的とした、社会的事業を新たに
起業・事業承継・第二創業する方を対象に、対象経費の２分の１
（最大２００万円）を補助する制度です。
　令和元年度に創設された起業支援金制度により、令和３年度に採
択（※１）された県内の起業者15名のうち６名の社会的事業の取組
内容について、本事例集でご紹介いたします。
（※１）起業者等累計56名

社会性
地域社会が抱える課
題を解決する事業で
あることが大前提。

収益を確保し
て事業が継続
できること。

事業性

地域において不
足しているサー
ビスであること。

必要性

令和4年7月
岡山県・岡山県商工会連合会

令和4年度 岡山県地域課題解決型起業支援事業

起業支援金事例集起業支援金事例集

対
象
要
件

くすの木接骨院【P2】 特定非営利活動法人こもれび room【P3】

GO【P4】 合同会社グリーンラボハレバレ【P5】 OHAYO【P6】

※第一次産業は
　対象となりません。

【 】社会的事業とは

・子育て支援
・まちづくりの推進
・社会福祉関連
・社会教育関連
・地域活性化関連
・過疎地域等活性化関連
・買物弱者支援
・地域交通支援
・環境関連

　岡山県が定める次の分野において新たに起業する
事業のことです。

結 vege【P1】
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結vege

https://musu-vege.com/
岡山県津山市神代
2021年６月17日

9:00 ～ 18:00

都市部飲食店が求める野菜を岡山県北の農家に生産依頼を行い、
ECサイトを通じて飲食店へ農家から野菜を直送するサービス

【地域の現状と課題】
生産した野菜を売る農業は重労働であり、

収益の確保が難しいため、若年層の農業への
関心が低く、少子高齢化が進むことで生産量
の維持が難しく、車の運転で野菜を運ぶ不安
も重なっていました。
【課題解決の効果】
都市部の飲食店が求める品種の野菜を聞き

出し、野菜の生産方法に悩んでいる農家に提
案することで、適量でかつ付加価値の高い野
菜の生産による収益の確保や、宅配便直送に
よる安全な提供の仕組みができました。そし
て、『岡山甘栗』等、特産品の企画開発をきっ
かけに、耕作放棄地等への果樹の作付け依頼
にも繋がりました。
【今後の展望】
地域の特産品になるような新しい品種の作出

に取組み、都市部の駅等に積極的にPRすること
を計画しています。また、果物などの加工品も
扱うことで、飲食店と農家をもっと近くに身近
に『結』ぶサービスを目指します。

起業にあたり、管轄公的支援機関の作州

津山商工会久米支所に何度も相談にのって

いただき、事業計画書作成から補助金の実績

報告手続きまでサポートしていただきまし

た。また、地域内の商工会員さんにも経営に

関する助言をいただきました。

そして、勤め先や農家の皆様には、起業の

趣旨をご理解いただき、ご協力いただくこと

ができました。

関係者の皆様への感謝の気持ちを忘れず

に、今後も事業に取り組みます。

私は種苗店の営業を勤めて８年になりま

す。その間に販売した種から出来上がった新

鮮な野菜は、どれも感動すら覚える美味しさ

です。野菜にはたくさんの品種があり、それ

ぞれに最適な調理法や食べ方があるのに、現

在の流通の方式では、その魅力を充分に活か

しきれていないことを非常にもったいなく

思っていました。

そこで、種苗店の営業経験を活かし、都

市部等の飲食店が求める野菜を聞き取り、最

適な品種まで提案することで、その野菜を県

北の農家さんに生産していただくビジネスモ

デルを考えました。そして、産地直送で飲食

店に一番おいしい状態で届けたいと思い、

ECサイトを活用した飲食店向けの野菜の産

地直送サービスの「結vege」を開業しました。

代表者　國米 裕喜 氏

飲食店と県北農家を結ぶ野菜コンシェルジュ

HP

WEBサイト
「事例紹介」
https://okayama-

start.com/case/37645

起業のきっかけ 解決を目指す地域課題 相談した相手

地域
活性化
【津山市】

事業所名

HP
住　所

起業時期

事業内容

営業時間 不定休定休日

ビジネスモデル図

地元の農家の風景

農家さんの想いのこもった野菜

新鮮な野菜
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くすの木接骨院

https://kusunoki-sekkotuin.com/
〒704-8175　岡山県岡山市東区益野町53-7

2021年7月29日

午前9:00 ～ 12:30、午後15:00 ～ 20:00
接骨院事業、トレーナー事業、運動教室等のイベント事業

【地域の現状と課題】
地域内には高齢者の運動に適した施設等が

無いため、運動機能を得るための運動を習慣
化することや、子供の自発性を引き出し、豊
かな外遊びができるようなイベントを企画運
営することが課題だと感じていました。
【課題解決の効果】
地元の小学校体育館にて、毎月運動教室を

実施することで、高齢者等の運動意識が高ま
り、運動方法が改善されています。
今後も、地域に根ざす各種イベントを企画

し、地域住民の健康促進に携わっていきます。
また、栄養改善協議会の協力により、栄養バ
ランスやタンパク質豊富な食事の摂り方等を
学ぶイベントを合同で実施しています。
【今後の展望】
地域住民を中心に、岡山市内の認知活動を進

めていき、運動教室を通して高齢者等に運動の
大切さを伝えていきます。
さらに、地元の高校や近隣の整形外科と連携

を図り、医療の幅を広げていきたいと考えてい
ます。

県外への移住・起業に伴い、初めに妻に相

談したところ、どこまでも付いていくと心強い

励ましを受け、妻が各種施策を調べてくれま

した。次に、補助金事務局に相談し、制度を把

握した後に、管轄公的支援機関の岡山商工会

議所西大寺支所の吉延様をご紹介いただき、

一緒に事業計画書を作成することができまし

た。

営業開始後は、接骨院経営と起業支援金実

績報告手続きに手間取りましたが、補助金事

務局のサポートもあり、着実に進めることがで

きました。東京圏からの移住者施策の移住支

援金も無事に申請することができました。

他にも、岡山市の飲食店・美容院経営者、

笠岡市「たく整骨院」院長への相談など、多く

の人たちにご協力・ご支援いただき、起業を

実現できたことを本当に感謝しています。

28歳の時にフットサルで足の骨（脛骨）

を骨折しました。

術後のリハビリは想定よりもかなり大変

なものでした。この時、初めて体の不自由さ

が人間の生活に多大な影響を及ぼすことを

知りました。

元の身体能力に戻るまで時間がかかりま

したが、けがのことを気にせずに生活が出来

るということは、人間が楽しく人生を送るの

にとても大切な事だと改めて痛感しました。

これを機に、私は治療家の道へ進むべく、

開業独立を視野に入れて上京し、信頼できる

理学療法士の元、勉学・手技練習に明け暮れ

ました。

今後は自分を育ててくれた地元で、一人

でも多くの方に、健康で何不自由ない生活が

送れるお手伝いがしたいと考え、故郷に戻っ

てまいりました。

代表者　物部 和彦 氏

接骨院治療及び運動教室による健康促進

HP

WEBサイト
「事例紹介」
https://okayama-

start.com/case/37646

起業のきっかけ 解決を目指す地域課題 相談した相手

社会
福祉関連
【岡山市】

事業所名

HP
住　所

起業時期

事業内容

営業時間 日・祝定休日

086-897-4113電話番号

可知小学校体育館の運動教室 くすの木接骨院のスタッフ パーソナルトレーニング

くすのき接骨院　外観

移住
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特定非営利活動法人こもれびroom

http://komorebiroom.com/
岡山県岡山市東区
2021年6月15日

9:00 ～ 16:00

オンラインでの、産前産後の母親のコミュニティ運営と
助産師等による継続サポート

【地域の現状と課題】
岡山市の約9割が核家族であり、出産・育

児の際には、孤独な環境で悩んでいる母親が
多く、産前産後の母親の孤立は、産後うつや
乳児虐待の要因となるといわれています。
【課題解決の効果】
産前産後の母親を孤立せずに、母親同士や

専門家と繋がって包括的に子育て支援するこ
とで、家庭の健全化・幸福化、ひいては地域
の活性化にも繋がります。また、母子の支援
者向け「オンライン赤ちゃん育児マイスター
養成講座」の実施により、安定的かつ継続的
な支援体制を強化します。
【今後の展望】
安心して出産・子育てできる社会の形成によ

り、少子高齢化や女性の出産離職の改善に繋が
り、そして、次世代の子ども達が、主体的に未来
の自分と地域をより良い方向へ導いてくれるこ
とが目標です。

起業支援金採択者の㈱ほいらくの大津朱

里さんから、起業支援金制度の紹介と活用の

アドバイスをいただきました。

起業ノウハウ・ネットワークの構築は、岡

山イノベーションスクールや岡山市創業ス

クールの関係者に相談し、起業支援金の申請

は、管轄公的支援機関の岡山北商工会上道

支所に相談しました。

起業支援金採択後は、補助金事務局にも

相談し、事業計画書のブラッシュアップや、

補助事業の適切な進捗管理・実績報告手続

きを行いました。

他にも、よろず支援拠点、岡山NPOセン

ター、各分野の専門家等への相談、産前産後

のママやパパからの意見など、多くの人たち

にご協力・ご支援いただき、起業を実現でき

たことを本当に感謝しています。

私自身、初めての出産や子育ての時は分

からないことが多く、不安な日々を過ごして

いました。

そのような経験から、退院後の母親を支

援したいと思い、2017年から助産師として

岡山市の新生児訪問を始めたところ、想像以

上に、ひとりで悩んでいる母親が多いことを

知りました。

そこで、2018年 に出張 助 産院 With 

moms を開業し、令和元年からは、オンラ

インによる助産師相談や育児セミナーを開始

したところ、悩んでいる母親等が多数いたこ

とから、迅速な対応やコミュニティの場を形

成する必要性を感じました。

そして、NPO設立を発起し、同じ想いの

助産師・保育士・理学療法士・言語聴覚士等

の専門家の協力を得て、2021年6月にNPO

法人こもれびroomを設立しました。

代表者　岸 美緒 氏

専門家による子育て支援とコミュニティ運営

HP

WEBサイト
「事例紹介」
https://okayama-

start.com/case/37647

起業のきっかけ 解決を目指す地域課題 相談した相手

子育て
支援
【岡山市】

事業所名

HP
住　所

起業時期

事業内容

営業時間

ビジネスモデル図

母親が繋がれる場所「こもれびサロン」
「オンライン助産師訪問」

「赤ちゃん育児マイスター養成講座」
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GO

http://in5.jp/hajime/
岡山県倉敷市児島
2021年4月28日

11:00 ～ 16:30
カフェ・造形教室の運営、及び商品・イベント企画

【地域の現状と課題】
倉敷市児島周辺では、子育ての仲間づく

り、地域資源や特産品を活用した新商品の開
発、街の魅力を発信し人口流出に歯止めをか
けることが課題だと感じていました。
【課題解決の効果】
移住起業者の新たな取り組みに対し、地

元住民・企業の皆様から温かく迎えられ、
子供向け造形教室「wakka」による地域住
民同士のコミュニティ形成、また、「児島ラ
スク」、「デニム・学生服の張り子」等、地域
資源や特産品を活用した商品を製作できま
した。
【今後の展望】
児島の人たちを始め、様々な人たちとの繋

がりにより、地域活性化に向けた具体的なアク
ションが実現できています。今後は自身の経
験を活かして地域内外の方々とコンテンツを
活用した商品やイベントを生み出していきた
いと思っています。

県外からの移住・起業のため、初めに補助
金事務局の説明会に参加し、制度を把握した
後に、管轄公的支援機関の児島商工会議所
をご紹介いただきました。
児島商工会議所では、専門家の方に事業

計画書の作成相談にのっていただき、補助事
業の目的である社会的事業（倉敷市総合計
画等）を基準に、同じ方向である起業の理念
とビジネスモデルが認識・整理でき、実現可
能な事業計画書を作成する事ができました。
また、補助金の実績報告では、補助金事

務局の方のご協力もあり、不慣れな事務作業
においても手厚くサポートいただき大変助か
りました。
東京圏からの移住者施策の移住支援金は、

倉敷市担当者
に相談しなが
ら、無事に申
請することが
できました。

これまで東京で働き、子育てを行ってい

ましたが、東京一極集中の影響による人口

格差が広がることで、地方における産業の

衰退や人口減少の問題が顕著化しており、

課題解決に向けた担い手を求めている事を

知りました。

そこで自身の経験とスキルを活かし、地

方へ移住する事で、自分自身が感じていた未

来への疑問と地域課題を共に解決する事が

できるのではないかと考えました。

そして、2021年3月に東京都から倉敷市

児島に家族5人で移住し、次世代を生きる子

供たちの未来に繋がるような事業ができれば

と思い起業しました。

児島を選んだ理由は、瀬戸内海による穏

やかな気候の土地であり、繊維業等の地場産

業の歴史に大きな可能性を感じたからです。

代表者　稲葉 剛 氏

カフェと企画開発による地場産業の活性化

HP

起業のきっかけ 解決を目指す地域課題 相談した相手

地域
活性化
【倉敷市】

事業所名
hajime 児島のカフェと雑貨店店舗名

HP
住　所

起業時期

事業内容

営業時間

日・月・祝定休日

ビジネスモデル図

移住

ワッフルプレート

デニム・学生服の張子

児島ラスク

WEBサイト
「事例紹介」
https://okayama-

start.com/case/37648
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合同会社グリーンラボハレバレ

https://glharebare2021.wixsite.com/website
〒709-3612　岡山県久米郡久米南町上弓削112-3

2021年11月12日
草刈り代行サービス事業

【地域の現状と課題】
久米南町は高齢化率岡山県内1位（国勢調

査）のため、農業等の後継者不足や耕作放棄
地の増加が課題です。また、中山間地域の緑
地管理の草刈りは、重労働で危険が多い作業
であるため、作業の効率性や少人数でも対処
できる対策が求められていました。
【課題解決の効果】
ラジコン草刈り機等の設備の導入により、

地域の草刈り作業が安全・安心にかつ効率的
に実施できます。また、定期的に緑地管理を
請負うことで、耕作放棄地等の抑制に取り組
みます。
【今後の展望】
現在は、地域住民が手動の刈払い機で草刈

りを行うことが当たり前ですが、将来的にはマ
ンパワーだけでは限界があります。ラジコン草
刈り機等の導入により、地域の草刈り作業の
負担軽減や効率化を目指します。

緑地管理の課題解決方法を模索していた

ところ、インターネットでラジコン草刈り

機を知り、大変興味があったため、まずは、

ラジコン草刈り機を取扱いしている長野県

の専門業者や販売代理店に電話で相談しま

した。また、長野県にラジコン草刈り機の

視察し、設備の良さや課題などの運用方法

についてオープンにお話しすることができ

ました。

そして、起業にあたり、管轄公的支援機

関の久米郡商工会久米南支所に何度も相談

にのっていただき、事業計画書作成から補

助金の実績報告手続きまでサポートしてい

ただけました。

おかげさまで、高額な設備投資の負担が

軽減でき、計画に基づき順調に起業するこ

とができました。関係者の皆様には感謝の

気持ちでいっぱいです。

以前は東京で福祉業に従事していました

が、地元の久米南町にＵターンし、集落の

草刈りに参加したところ、高齢者のみで手

動の刈払い機を使用していることに気づき

ました。地域の慣例とはいえ、これから先

のことを見据えて、この地域の持続可能な

地域づくり・人づくりを考え始めたのが起

業のきっかけです。

このような地域課題の解決手段として、

ラジコン草刈り機等の草刈り代行サービス

事業を起業し、緑地管理等により適正な管

理やマンパワー不足の解消に取り組み、生

まれ育った久米南町をはじめとする中山間

地域の持続可能な地域づくり・人づくりを

目指します。

代表者　立石 祐一 氏

ラジコン草刈り機等によるマンパワー不足解消‼

HP

WEBサイト
「事例紹介」
https://okayama-

start.com/case/37650

起業のきっかけ 解決を目指す地域課題 相談した相手

過疎地域等
活性化関連
【久米南町】

事業所名

HP
住　所

起業時期

事業内容

不定休定休日

ビジネスモデル図

中山間地域の草刈り代行

ラジコン草刈り機「イタリア　エナグリーン社製　ロボミニ」

090-9067-6114電話番号

※作業完了報告書をお渡し
することにより、ご遠方のお
客様にも安心してお仕事を
任せていただけるように対
応いたしております。作業完
了後、ご請求にて料金のお
支払いとなります。



6

OHAYO

https://www.instagram.com/ohayo_mimasaka/?hl=ja
〒707-0412　岡山県美作市古町1651
2022年1月25日

11:00 ～ 17:00

地元の有機食材にこだわった飲食店、
野菜や加工品、岡山にまつわる雑貨の販売

【地域の現状と課題】
大原宿は岡山県街並み保存区に指定され、

本陣・脇本陣の街並み整備により、土日祝日
には観光客も多いが、滞在・交流する場所が
少ないです。
【課題解決の効果】
OHAYOを起業することで人々の興味を

惹き、人流を増加させ、滞留させることで地
域の賑わいが生まれます。また、大原宿の観
光案内所の名残を活かし、地域情報の交流拠
点とします。
【今後の展望】
大原に所在地をおく大阪慈慶学園に通う学

生等との交流により、食を通じて地域の良さ
を知ってもらう機会を設けます。
また、スタンドコーヒーや立ち呑みスタイ

ルの営業を行うことで、観光客等が気軽に寄っ
てもらいやすい店づくり・地域づくりに取り組
みます。

起業するにあたり、最初は経営者でもあ
る父と、大原宿場町の移住起業者「あんこ
やぺ」の丸山氏に相談しました。
そこで、おかやま起業支援金制度を知り、

管轄公的支援機関であるみまさか商工会に
相談しながら、申請を行いました。
大学在学中の移住、起業であり、不慣れ

な点も多かったのですが、美作市周辺の生
産者、県内の起業者・地域産品製造者との
出会いがあり、起業を実現し、営業を開始
することができました。支えていただいた
皆様に感謝申し上げます。

父親の経営する飲食店や様々な飲食店の
アルバイト経験を通じて、提供されている野
菜の生産地、生産者、生産方法について関心
を持ち、農作物の生産者の思いを消費者に伝
え、生産者と消費者を繋ぐ場所の必要性を感
じていました。
そして、両親の知人でもあり、関西圏と美

作市大原宿で活動している「あんこやぺ」を
訪れたことをきっかけに、保全された宿場町
の景観、町屋の空間に魅了されました。また、
移住者と地域住民との良好な関係性や生産
者との距離が近いこの場所で、夢であった飲
食店の経営をしたいと考え、移住し、
OHAYOを起業しました。
本事業の建物「本田邸」は、以前観光案内

所で使われていた空き家でした。昔から人が
集う場所を再開することで、地域住民、生産
者、そして、地域外の観光客等との新たな出
会いの場所を創ります。

代表者　村上 宙 氏

農作物生産者の思いと消費者をつなぐ大原宿

インスタグラム

WEBサイト
「事例紹介」
https://okayama-

start.com/case/37651

起業のきっかけ 解決を目指す地域課題 相談した相手

過疎地域等
活性化関連
【美作市】

事業所名

インスタグラム
住　所

起業時期

事業内容

営業時間

不定休定休日

ビジネスモデル図

旧大原宿観光案内所の「OHAYO」

宿場町を眺める窓側席

落ち着いた雰囲気の店内
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令和3年度 おかやま起業支援金採択者一覧

移住

移住

移住 移住

移住

市町村 氏 名 事業所名

津山市① 國米　裕喜 結vege P.1https://musu-vege.com/

特定非営利活動法人こもれびroom
http://komorebiroom.com/

岡山市② 物部　和彦 くすの木接骨院 P.2https://kusunoki-sekkotuin.com/

岡山市③ 岸　美緒 P.3

倉敷市④ 稲葉　剛 GO（店名：hajime 児島のカフェと雑貨店） P.4http://in5.jp/hajime/

久米南町⑤ 立石　祐一 合同会社グリーンラボハレバレ

OHAYO

P.5https://glharebare2021.wixsite.com/website

美作市⑥ 村上　宙 P.6https://www.instagram.com/ohayo_mimasaka/?hl=ja

岡山市⑦ 恒吉　舞 つぎいろ
https://www.instagram.com/tsugiiro/

真庭市⑧ 岩佐　克彦 株式会社オトナリ
https://www.instagram.com/otonari_maniwa/

市町村 氏 名 事業所名

岡山市⑬ 山田　和徳 徳眼鏡店
https://goo.gl/maps/2kVG619FrgGFrAKd8

美咲町⑭ ナナヤカラ　カンチャナ LANKA CAFÉhttps://lankacafe2222.wixsite.com/lankacafe2021

倉敷市⑮ 氷川　雅則 さかのうえの英語教室
https://sakanoueno.net/

津山市⑨ 光田　佳菜

美作市⑩ 山本　陽子 木花野庵
https://knhiori.wixsite.com/home

kukka
https://www.instagram.com/kukka0306/?hl=ja

いちまる鍼灸接骨院
https://www.ichimaru10.info/倉敷市⑪ 丸山　一希

玉野市⑫ 小山　佑紀 MIYABI（雅）
https://www.instagram.com/mi__ya__bi__/

岡山県の位置

岡山県へのアクセス

各路線の乗り継ぎパターンを参
考に、所要時間の目安を掲載し
ています。ご利用される列車や
日時によって、目的地までの所
要時間が変わる場合がございま
すので、ご旅行の際はあらかじ
め駅窓口でお尋ねいただ＜か、
JR時刻表でご確認ください。

岡山県までの所要時間 岡山桃太郎空港までの所要時間

鉄道で 主要都市から岡山駅までの所要時間

自動車で 飛行機で

令和4年度 岡山県地域課題解決型起業支援事業事務局
（岡山県商工会連合会 組織支援課）
住所：〒700－0817 岡山市北区弓之町４番-19-401号
電話：086－224－4341　Eメール：start@okasci.or.jp

おかやま起業支援金
https://okayama-start.com/

おかやま起業支援金事例紹介
https://okayama-start.com/case/

【商工会とは…】地域事業者が会員となり、ビジネスやまちづくりのために活動を行う総合経済団体です。全国の市町村に1,648
（R3/4現在）、岡山県内に20の商工会があります。商工会連合会は、広域的に地域事業者のみなさまを支援いたします。

東京 23 区の在住者ま
たは東京圏から東京 23
区へ通勤する方を対象
に、東京圏外への移住
及び起業・就業等を支
援する制度です。

「移住支援金」移住
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