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起業家支援施設ラインナップ
県・市がサポート

ご存知ですか？起業家支援施設

　現在、全県的に起業家支援の輪が広まっており、それを行政もあと押ししています。そのような中、多種多様なスタイルの起業

家支援施設が県内に次々と生まれており、多くの起業家たちが様々な方法で利用しています。今回ご紹介するのは、コワーキン

グスペースやワーキングデスクなど、起業・創業の促進を目的に、県・市がサポートしている起業家支援施設です。

起業プラザひょうご
住　　所

利用可能
時　　間

T　E　L

神戸市中央区雲井通５丁目３－１ サンパル６F 

コワーキングスペース
平日：10時から21時　土日祝：12時から20時
スモールオフィス・ワーキングデスク
平日・土日祝ともに、6時から23時

078-862-5302

＜施設の概要＞
起業に興味ある人や起業5年以内の起業家、
第二創業を目指す方々を支援する会員制の
施設。ゆったりとした空間が広がるコワーキン
グスペースの他に、スモールオフィス17室、
ワーキングデスク16席を完備。起業フェーズ
に合わせた専門家相談や各種セミナー、交流
会などを開催しています。会員以外の方も利
用できるセミナールーム（定員50名）も完備。

神戸起業操練所
住　　所

利用可能
時　　間

T　E　L

神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号
神戸市産業振興センター10F

平日10:00～18:00（最終受付17:30)

078-381-5921

＜施設の概要＞
メンバー登録（無料）を頂くと、ビジネスセミ
ナーや各種交流会の他、個別相談（新事業相
談：毎週月・水14～18時、クリエイティブ活用
相談：第1・3木曜日14～18時）をご利用い
ただけます。プロジェクトメンバー（無料）に
ご登録頂くと、ワークスペースやミーティング
スペース（Wi-Fi完備）もご利用頂けます。

神戸市産業振興センター
経営サポートオフィス
住　　所

利用可能
時　　間

T　E　L

神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号
神戸市産業振興センター内

24時間使用可能

078-360-3202

＜施設の概要＞
起業・創業の状況に合わせて、創業準備
オフィス（3㎡/最長2年）・スモールオフィス
（10㎡/最長3年）・企業育成室（39㎡～42㎡/
最長5年）の３タイプのオフィス（全タイプ
登記可能）を低廉な賃料で提供します。専門家
の個別相談や経営セミナー、交流会による
ネットワーク作りを通じて事業の成長を
サポートします。

尼崎創業支援オフィスアビーズ
住　　所

利用可能
時　　間

T　E　L

尼崎市昭和通2丁目6-68
尼崎市中小企業センター3F

8:30～21:00

06-6488-9510（代）

＜施設の概要＞
大型テーブルのフリースペース、ブース形式の
固定スペースを、それぞれの月額利用料で、最
長3年間利用できます。そのほか、利用者に対
して、セミナーの主催、継続的かつ集中的なナ
ビゲート事業、交流・ネットワークづくり支援、
公的支援サポートなどを行っています。さら
に、東京都新宿区、大田区や名古屋市のコワー
キングスペースとも連携した活動を行ってい
ます。

エーリック
（尼崎リサーチ・インキュベーションセンター）
住　　所

利用可能
時　　間

T　E　L

尼崎市道意町7丁目1番3

9:00～21:00
（入居テナントは24時間入退室可能）

06-6415-2500

＜施設の概要＞
創業者向けのベンチャーブース、長期賃貸施
設のスモールオフィス等のほか、無料開放の交
流サロンや展示サロン、有料のミーティング
ルーム、会議室、研修室、ホールを備えていま
す（入居テナント外も利用可：要予約）。また入
居テナントを対象に専門家相談（無料）、交流
会（参加費徴収あり）なども行っています。

04 創業｜事業承継 すべての情報 in ひょうご創業



Fo
un

dat
ion

伊丹市立産業・情報センター
起業家支援ミニオフィス
住　　所

利用可能
時　　間

T　E　L

伊丹市宮ノ前2-2-2

平日・土曜 9:00～21:00

072-773-5007

＜施設の概要＞
月額料金で利用できるスモールオフィスです。
年一回、有料で女性創業塾、コミュニティビジ
ネス創業支援講座を開催しています。

コワーキングスぺ－ス
CONCENT
住　　所

利用可能
時　　間

T　E　L

西脇市西脇303-2

10:00～17:00（月曜日以外）

ＴＥＬ0795-23-9119（管理：西脇ＴＭＯ）

＜施設の概要＞
地場産業である、播州織の製品作成に必要な
設備を備えるコワーキングスペース。デザイン
用パソコン、各種ミシン、撮影機材などの設備
を備えており、産地のデザイナー、デザイナー
研修生などが有料で、播州織の製品の開発や
試作を行うワークスペースとして提供していま
す。また、産地のデザイナー、デザイナー研修
生、ファッション好きが集まり交流できるイベ
ントや、新しい発想が生まれるような研修会も
開催しています。

コワーキングスペース
FLAP TOYOOKA
住　　所

利用可能
時　　間

T　E　L

豊岡市大磯町1-79
但馬地域地場産業振興センター5F

9：00～22：00（12/29～1/3を除く）

0796-24-5551

＜施設の概要＞
有料会員制のフリーコワーキングスペースの
ほか、10人で使用できる有料の会議室、無料
で使用できる小会議室、シンキングブースを備
えています。コワーキングスペースは有料で一
時利用も可能。有料の創業支援セミナーや無
料の異業種交流会なども主催しています。

養父市6次産業化支援センター
住　　所

利用可能
時　　間

T　E　L

養父市建屋583-2

会議室・スモールオフィス
平日9:00～17:00
シェアオフィス・コワーキングスペース
平日8:30～17:00

079-661-9009

＜施設の概要＞
養父市内の農林水産業を活用し、加工品など
を製造する人や、農林漁業関連の事業を展開
したい人を対象に、一定期間入居できる活動
室を月額有料で完備。入居すれば無料で利用
できるシェアオフィス、会議室も備えていま
す。また会議室は入居者者以外も様々な目的
で有料利用可能です。地域農林漁業者との
マッチングや販路開拓などのアドバイスも相
談員が行っています。

　県や市が運営している起業家支援施設では連絡会議を定期的に開催（右

写真）し、今後の課題などの情報を共有するとともに、相互連携の可能性に

ついても検討しています。また、芦屋市でも商工会と連携して、起業家支援

施設の設置を予定しています。今回ご紹介している各施設は多くの起業家

が活用されています。今後、施設の枠を超えたさらなる活用方法も生まれて

きそうです。

　今回ご紹介した県・市がサポートしている施設以外にも、県内には他にも

多くの起業家支援施設が存在しています。ご利用の際は、是非探してみては

いかがでしょうか。

※上記は概要を記載しております。詳しくは各施設にお問い合わせください。
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高稼働が期待できる理想の物件を
約10年かけて探しつつ資金を貯蓄
国内外から集まるゲストと地元の人が交流できる場所を
　JR三ノ宮駅徒歩圏内にゲストハウス兼カフェバーを創業した橋本さん。構想は約

15年前からあり、バーテンダーであるご主人と出会っ

たことから、「地元の人とゲストが交流できるバーも

併設したい」という夢も。宿泊価格を抑えるため、10年

かけて高稼働が期待できる駅近物件を探したそうで

す。友人の力もあり内装工事を無事に終え、簡易宿所

営業の許可も取得。2016年12月に開業に至りました。

女性新規創業者への助成金や同じ女性からの応援が追い風に
　資金に関しては、兵庫県による、女性起業家のための「女性起業家支援事業」に採択

され返済不要の助成金を取得。そのほか、自己資金と、金融機関から借入れをして資金

を用意しました。この助成金もそうですが、準備中は、

建物のオーナーや不動産会社の社長が偶然女性で応

援してくれたり、兵庫県信用保証協会の女性企業家支

援チームに相談する機会があり、「女性で良かった」と

感じる場面が多かったのだとか。現在、合計20床のゲ

ストハウスは、平日は外国人、週末は日本人を中心に

賑わっており、1階のバーにも、地元常連客と国内外の

観光客が集い、夢の通りに交流を深めています。

“鞄の聖地”豊岡だからこそできる
ブランディングと唯一無二の製品造りを
地元のマルシェで顧客を獲得
安定して売上を計上
　結婚を機に故郷豊岡へ戻り、地場産業である鞄の素

材作りに携わったことをきっかけに「“鞄の聖地”豊岡

でしか不可能なブランディングに挑戦したい」と決

意。一枚革で製造する鞄を中心に、革製品の工房兼

ギャラリーを2015年に創業した土生田さん。大阪の鞄

製造業者で鞄造りの基礎を学び、豊岡工場を立ち上げた後、時間に余裕のある地元企業に転職。働きながら地元のマルシェで自作の鞄を販

売したところ、顧客がつき売上も好調だったことから、創業へ舵を切りました。

物件探しにギリギリまで奔走
不安だらけの中スムーズに軌道に
　資金は、豊岡市商工会を通じて取得した創業補助

金のほか、保証協会付融資と自己資金で賄いました。

創業で最も苦労したのは物件探しで、希望していた

鞄店が集まる「カバンストリート」に空きがなく、ギ

リギリまで奔走したのだそう。苦労の末決定後は心

の準備ができずに当初は不安でいっぱいだったと

か。しかし店は、マルシェで培った顧客とその口コミ

でスムーズに軌道に。現在はSNSを活用して情報を

発信する一方、飲食店の経営にも着手しています。

コンクリート打ちっぱなしの静謐なギャラリーに、
土生田さんお手製の鞄、約60点がカラフルに並ぶ

海と山がコンセプト。木とコンクリートのバランスに
こだわった1Fのバー

あなたに
エール

国産クラフトビールも樽生で4種
常備している

オーダーは色も形も思いのまま。
納期は約1ヶ月、￥50,000～

Alter Ego
代表　土生田　直樹
（一枚革を使った革製品の
 工房兼ギャラリー）
2015年11月開業

豊岡市中央町8-8
☎0796-21-4621

オ ル タ ー　　　エ　ゴ

は ぶ た

Minato Hütte
代表　橋本　裕紀
（ゲストハウス・カフェバー）
2016年12月開業

神戸市中央区二宮町4-6-3
☎078-219-3302

ミ　ナ　ト　　   ヒ ュ ッ テ

ギャラリー併設の工房で断裁から
全てを行う。顧客の要望に応えて、
わずか2日で仕上げることも

清潔感のあるベッドルームは、2階
が12床、3階が女性専用フロアで
8床。料金は平日1泊2000円～と
リーズナブル
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補助金情報

役立つ情報満載！

創業

ふるさと起業・移転促進事業

県

■公益財団法人ひょうご産業活性化センター
　創業推進部　新事業課
☎078-977-9072

　県外からUJIターンし、起業等を目指す方向けの助成金
【応募資格】平成29年4月～平成31年2月までに兵庫県
へ住民登録を移し、①平成29年4月～平成31年2月まで
に県内で起業・第二創業 又は ②平成30年4月～平成31
年2月までに県外の事業所を県内に移転する方
【助成額】助成率2分の1、上限200万円（空き家活用の場
合100万円加算）
【受付期間】4月16日～9月27日

空き店舗整備活用事業補助金

西　

宮　

市

■西宮市
　商工課
☎0798-35-3387

　西宮市では、市内の商店街の空き店舗を活用して事業
を実施する方を対象として、改装費、家賃等を補助します。
●商店街区の住宅兼店舗の分離工事費補助
　（上限20万円）
●商店街区の空き店舗へ出店時の工事費補助
　（上限50万円）
●市内の空き店舗へ出店時の家賃補助
　（上限24万円）

活力あるまちなか商店街づくり促進事業補助金

芦　

屋　

市

■芦屋市役所
　地域経済振興課
☎0797-38-2033

　芦屋市では商店街の活性化を図るため、空き店舗等を利用
して事業を行うものに対して、補助金を交付し、支援します。
●商店街の活性化のために、空き店舗等を活用した地域
住民の生活利便を支援する事業

●商業集積の魅力を高めるために、空き店舗に必要な業
種・業態の適正配置を図る事業

●新規開業者向け、集合貸店舗を運営する事業
条件等は当市ＨＰまたはお電話でお問い合わせください。

空き店舗出店促進事業補助金

伊　

丹　

市

■伊丹市
　商工労働課
☎072-784-8047

　伊丹市では、市内中心市街地の空き店舗を活用して事業を
実施する方を対象として、その家賃等の一部を補助します。
【対象物件】180日以上空き店舗となっている物件
【対象業種】小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業
【補助率等】家賃等の1/2（年間上限50万円）
【補助期間】最長3年間
※その他条件等がありますので、当市ＨＰまたはお電話でお問い合わ
　せください。

宝塚市　空き店舗等出店促進補助金

宝　

塚　

市

■宝塚市
　商工勤労課
☎0797-77-2011

　宝塚市では、市が指定する区域の空き店舗等を活用し
て事業を実施する方を対象として、出店に係る改装に要
する経費等を補助します。
●個人及び法人の中小企業者、特定非営利活動法人
●小売業、飲食店、理・美容業、高齢者・子育て支援事業等
●補助率：1/2以内【上限額は区域により異なる。】
※その他条件等がありますので、当市HPまたはお電話でお問い合わ      
　せください。

宝塚市　商店街空き店舗活用事業補助金

宝　

塚　

市

■宝塚市
　商工勤労課
☎0797-77-2011

　宝塚市では、市内の商店街の空き店舗を活用して事業
を実施する方を対象として、その家賃を補助します。
●個人及び法人の中小企業者、特定非営利活動法人
●小売業、飲食店、理・美容業、高齢者・子育て支援事業等
●上記事業を行う空き店舗に係る家賃を補助
●補助率：家賃月額の1/3以内【月額上限2万円又は3万円】
※その他条件等がありますので、当市HPまたはお電話でお問い合わ
　せください。
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川西市　新規出店支援事業

川　

西　

市

■川西市
　産業振興課
☎072-740-1162

　川西市では、商店街の空き店舗を活用した新規出店・
開業事業を行う開業希望者に対して、選考審査のうえ、提
案事業の経費を一部助成します。
◆新規出店支援事業
【補助限度額】150万円（2年目は50万円）
【対象者】開業希望者
【補助率】3分の1　【補助期間】2年
※(公財)ひょうご産業活性化センターの助成金と随伴補助。

川西市　地域交流促進等施設設置・運営支援事業

川　

西　

市

■川西市
　産業振興課
☎072-740-1162

　川西市では、商店街の空き店舗を活用した地域の交流
や生活支援を図る施設設置・運営事業に対して、選考審
査のうえ提案事業の経費を一部助成します。
◆地域交流促進等施設設置・運営支援事業
【補助限度額】150万円（2年目は50万円）
【対象者】商店街・小売市場、商工会、まちづくり会社
【補助率】3分の1　【補助期間】2年
※(公財)ひょうご産業活性化センターの助成金と随伴補助。

川西市　商店街空き店舗再生支援事業

川　

西　

市

■川西市
　産業振興課
☎072-740-1162

　川西市では、空き店舗を活用した商店街に必要な業種
等の魅力ある出店者の誘致を図る事業に対して選考審
査のうえ、提案事業の経費を一部助成します。
◆商店街空き店舗再生支援事業
【補助限度額】200万円（2年目：75万円・3年目：35万円）
【対象者】商店街・小売市場、商工会、まちづくり会社
【補助率】2分の1　【補助期間】3年
※(公財)ひょうご産業活性化センターの助成金と随伴補助。

川西市　新事業支援事業

川　

西　

市

■川西市
　産業振興課
☎072-740-1162

　川西市では、現在の業務から新しい事業を実施するこ
とで、地域の活性化が見込める事業に対して、選考審査の
うえ、提案事業の経費を一部助成します。
◆新事業支援事業
【補助限度額】100万円
【対象者】本制度を利用して市内で開業しようとする商店
会、NPOなど、個人・法人又は任意グループ
【補助期間】1年　【補助率】4分の1

中心市街地空き店舗活用促進補助金

加
古
川
市

■加古川市
　産業振興課
☎079-427-9756

　加古川市では、中心市街地の空き店舗に新たに出店す
る方を対象として、家賃等の一部を補助します。
●個人及び法人の中小企業者が対象
●小売業、飲食店の出店に係る家賃等を補助
●新規創業の場合は、店舗改装費及び広告宣伝費の補助
　があります（別途条件有り）。
●補助率：家賃月額の1/2以内（上限5万円）等
※詳細は当市HPをご覧ください（検索：空き店舗）。

IT関連事業所開設支援事業補助金

西　

脇　

市

■西脇市
　産業活力再生部　商工観光課
☎0795-22-3111

　西脇市では、空き家や空き店舗等を活用して新たにIT関連
の事業を実施する方を対象として、経費の一部を補助します。
対象者：市内に事業所を開設する個人及び中小企業者等
①家賃の3/4以内を補助（月7.5万円を上限）
②通信回線使用料の3/4以内を補助（月7.5万円を上限）
③建物改修費の1/2以内を補助（150万円を上限）
④事務機器取得費の1/2以内を補助（50万円を上限）
※その他条件等がありますので、当市HPまたはお電話で

加西市　店舗・オフィス立地補助

加　

西　

市

■加西市役所産業振興課
☎0790-42-8740

　市内に新たに店舗・オフィスを立地する事業者に対す
る補助制度を実施しています。
【補助内容】
●店舗等の立地に係る経費 
　1/20補助：上限300万円
●新規雇用に対する経費 
　1人あたり10万円：上限50万円
※諸条件がありますので、担当課までお問い合わせください。

加西市　空き店舗活用補助金

加　

西　

市

■加西市役所産業振興課
☎0790-42-8740

　市内の空き店舗を活用して新たに店舗・オフィスを立
地する事業者に対する補助制度を実施しています。
【補助内容】
●新規店舗の賃借料 1/2補助：上限月額5万円（1年間）
●空き店舗の改装費 1/2補助：上限100万円
●新規雇用に対する経費 
　1人あたり10万円：上限50万円
※諸条件がありますので、担当課までお問い合わせください。
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多可町　創業・起業支援補助金

多　

可　

町

■多可町
　商工観光課　創業担当
☎0795-32-4779

　多可町内に事業所の拠点を置き、創業・起業する町内
在住者またはＵＩJターンされる方に、初期経費の一部を
補助します。
【補助対象】
開設費、設備費、機会器具費、構築物費（不動産取得は除
く）など
【補助額】対象経費の３分の２以内　上限２０万円
【その他】条件等詳細は下記までお問い合わせください。

IT関連事業所振興支援事業補助金

多　

可　

町

■多可町
　商工観光課　創業担当
☎0795-32-4779

　多可町ではサテライトオフィスを開設した場合、兵庫県の補
助制度に加えて、多可町の補助制度がご利用いただけます。
【補助内容】
　賃借料　　　　　　最大90万円（3年間）　
　通信回線使用料　　最大90万円（3年間）
　建物改修費　　　　最大75万円（開設時）
　事務機器取得費　　最大25万円（開設時）
【その他】条件等詳細は下記までお問い合わせください。

姫路市スタートアップ支援事業補助金

姫　

路　

市

■姫路市役所
　産業振興課
☎079-221-2513

　姫路市スタートアップ支援事業補助金は「創業支援事
業計画」で位置づけられた「特定創業支援事業（創業セミ
ナー）」による支援を受けた方にうち、創業した日以降2年
未満の方の自社の広告宣伝費の一部を助成します。

商店街空き店舗対策事業

姫　

路　

市

■姫路商工会議所
　中小企業相談所
☎079-223-6555

　姫路商工会議所が実施している「中心市街地商店街空
き店舗対策事業」を通じ、中心市街地の商店街で新たに
店舗を開店する場合に、賃料等の一部を助成します。

まちなか・商店街創業支援事業補助金

姫　

路　

市

■姫路創業ステーション
☎079-223-6557

　姫路商工会議所が開催する創業セミナーなどの「特定
創業支援事業」による支援を受けた方が、中心市街地や
商店街で、創業または第二創業により新たに店舗を開店
する場合に、経費の一部を助成します。

相生市商店街空き店舗等活用事業補助金

相　

生　

市

■相生商工会議所
☎0791-22-1234

　商店街の空き店舗を賃借して、新たな店舗を開業する
中小業者に対する助成金です。開業から3年間家賃の
1/3を助成し、新規出店者の育成と、商店街の活性化を目
的としています。
●商店街のにぎわいづくりに適した店舗であること
●恒久的な入店が可能であること
※その他条件等がありますので、当商工会議所ホームページまたはお
　電話でご確認ください。

創業支援事業

た
つ
の
市

■たつの市役所
　商工振興課
☎0791-64-3158

　市内で新たに創業を計画している方にその創業に要す
る経費の一部を補助します。
【補助内容】
●店舗建築・改修に係る経費　
　1/2補助：上限100万円
●設備・備品等にかかる経費　
　1/2補助：上限100万円
※諸条件がありますので、担当課までお問合せください。

創業者支援補助事業

加　

東　

市

■加東市
　産業振興部商工観光課
☎0795-43-0531

　創業直後の創業者に補助金を交付することにより、地
域経済の活性化及び雇用機会の拡大を図るとともに、定
住の促進に寄与することを目的としています。
【対象者】創業後3年未満の創業者で、加東市商工会から
の推薦を受けたもの、など。
【対象経費】創業者が販路開拓を取り組むために必要な経費。
【補助率】2/3
【補助金額】500，000円を限度として市が認める額。
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商店街空き店舗等活用事業補助金

赤　

穂　

市

■赤穂市役所
　産業観光課
☎0791-43-6838

　赤穂市では、市内の商店街の空き店舗を賃借して事業
を実施する方を対象として、家賃及び店舗改装費を補助
します。
●商店街における不足業種又はにぎわいづくりに適した業
●上記事業を行う空き店舗に係る家賃及び店舗改装費を補助
●補助率：家賃及び店舗改装費の1/2以内
　初年度は100万円、2年目は50万円を限度とする。
※その他条件等がありますので、お電話でお問い合わせくだい。

佐用町中小企業者創業支援事業

佐　

用　

町

■佐用町役場　商工観光課
☎0790-82-0670

　佐用町内で新たに事業を始める、新たな分野に進出す
る事業者を支援します。
【対象業種】建設・製造・卸小売業・飲食業・サービス業など
【対象経費】店舗等賃借料及び工事費、備品費及び広告宣
伝費
【補助額】補助対象経費の3分の1
1年目　上限150万円　2年目　上限50万円
詳しくは町商工会0790-82-2218へお問い合わせください。

豊岡市空き店舗等開業支援事業補助金

豊　

岡　

市

■豊岡市役所
　環境経済部　環境経済課　商工振興係
☎0796-23-4480

　豊岡市内の空き店舗、空き家、空き民宿等を活用して、新
しく店舗を開店される方に対して、対象経費の一部を補助
●小売業、飲食サービス業、宿泊業、及び生活関連サービ
　ス業で地域のにぎわいづくりに適したもの
●最高100万円（補助対象経費の1/2以内）
【受付期間】平成30年12月20日まで（予算の範囲内）
※その他条件等がありますので、当市HPまたはお電話で
お問い合わせください。

豊岡市創業支援事業補助金

豊　

岡　

市

■豊岡市役所
　環境経済部　環境経済課　経済政策係
☎0796-23-4480

　若者（40歳未満）、女性が市内で創業・第二創業により
行う事業で、市内の産業振興と経済の活性化、新たな雇
用の創出を図り、継続が見込まれる事業
【対象経費】
事務所等開設費、設備・備品等購入費、業務委託費
講師等謝金、広告宣伝費、研修費
【補助率・補助金額】
対象経費合計額の1/2、上限50万円

豊岡市定住促進事業補助金

豊　

岡　

市

■豊岡市役所
　環境経済部　環境経済課　定住促進係
☎0796-21-9096

　豊岡市外から市内への転入者が、豊岡市のWebサイト
「飛んでるローカル豊岡」に掲載されている物件をサイト
に登録されている不動産業者の仲介によって購入又は賃
借したとき、当該物件の改修、引越し等に要する費用の一
部を補助します。
【補助率・補助限度額】　対象経費の4分の3以内
ただし、50万円を限度（一部地域では100万円を限度）
詳しくは市のホームページまたはお電話にてご確認ください。

IT関連事業所開設支援補助金

豊　

岡　

市

■豊岡市役所
　環境経済部　環境経済課　企業支援係
☎0796-23-4480

　超高速・高速通信ネットワークを活用するIT関連の事
業所を開設する事業者に対する補助
【対象経費】
①賃借料、②通信回線使用料、③建物改修費、④事務機器
取得費等
【補助率】1/4（指定事業者1/2）
【補助金額】
①②上限60万円、③上限150万円、④上限50万円

朝来市にぎわい創出事業

朝　

来　

市

■朝来市商工会
☎079-672-2362

　朝来市内の空き家、空き店舗を活用して、新規出店す
るために要する経費の一部について、予算の範囲内で補
助金を交付いたします。
【対象業種】小売業、宿泊業、飲食サービス業等
【対象経費】
①内外装工事、②店舗賃借料又は店舗買取費用
※補助率、補助金額等については直接お問い合わせください。

豊岡市移住促進支援補助金

豊　

岡　

市

■豊岡市役所
　環境経済部　環境経済課　定住促進係
☎0796-21-9096

　豊岡市への移住を目的とした活動のために市を訪れる
方が市内に所在する宿泊施設を利用する際の宿泊費用
の一部を補助します。
【補助率等】市の予算の範囲内で、宿泊費用の実費
ただし、大人（13歳以上）1人3,000円、
子ども（12歳以下）1人1,500円が上限となります。
補助には要件がありますので、ご利用を希望される方は
市のホームページまたはお電話にてご確認ください。
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新規起業者支援事業補助金

淡　

路　

市

■淡路市役所　商工観光課、淡路市商工会
淡路市役所：☎0799-64-2542　
淡路市商工会：☎0799-62-3066

　淡路市では、商店街の空き店舗の解消、新規起業者の増加
による市内経済の活性化等を目的に昼間の賑わいづくりに適
した小売業、飲食業及びサービス業を市内で起業する方を対
象に初期投資支援及び店舗等賃貸借料の支援を行います。
●内外装工事や機械設備導入の1/3（上限は70万円）
●店舗の賃借料の1/3を1年間（上限は年間30万円）
申請には、淡路市商工会の経営指導等による推薦が必要です。
※その他条件等がありますので、電話等でご確認ください。

Fo
un

dat
ion

Fo
un

dat
ion

資金調達情報

役立つ情報満載！

創業

創業に関する保証制度のご案内
支
援
機
関（
県
全
域
）

■兵庫県信用保証協会　各事務所・支所
　（各事務所・支所の連絡先は当協会ホームページでご確認ください。）
☎078-393-3900（代表）

　県内で創業し事業を展開する方の資金調達を支援します。
【対象】県内で新たに創業する方、創業後5年未満の方
【保証限度額】 創業関連保証2,000万円
 創業等関連保証1,500万円
【資金使途】運転資金および設備資金
【保証期間】10年以内（据置期間1年以内）
【保証料率】0.6％（女性、若者、シニアの方は0.5％）
詳細は当協会ホームページまたはお電話でご確認を。

兵庫県中小企業融資制度　新規開業貸付

兵　

庫　

県

■兵庫県　地域金融室
☎078-362-3321

　個人でまたは会社を設立し、新たに事業を開始する方、
営業開始後1年未満の方を対象とした低利の貸付です。
【限度額】3,500万円　【利率】0.45％
【期間】7年以内（据置期間1年以内）
※信用保証協会の保証が必要
※経営者保証不要の貸付制度もあります
　（限度額500万円）
詳細は、兵庫県ホームページまたはお電話でご確認ください。

香美町起業・創業支援事業補助金

香　

美　

町

■香美町役場
　観光商工課
☎0796-36-3355

　町内で起業をする方に経費の一部を補助します。
★町内に住所を有する20歳以上の方で、1年以内に起業
される方。
★商工会が実施する「創業セミナー」を受講した方で、町
徴収金に滞納の無い方。

〇起業に係る経費の10％（上限50万円）を補助します！
〇随時受付
■その他、要件がありますので事前にお問合せ下さい。

新温泉町起業者支援事業

新
温
泉
町

■新温泉町役場
　商工観光課
☎0796-82-5625

　町内で新たに起業する方の起業の経費を一部補助！
●事務所又は店舗開設にかかる経費
●設備等の購入経費
●起業に伴う広告宣伝費
●上記経費の1/2を補助（補助金上限50万円）
●事前に当町担当課までお問い合わせください。
※その他条件等がありますので、当町ＨＰまたはお電話でお問い合わ
　せ下さい。



12 創業｜事業承継 すべての情報 in ひょうご創業

西宮市　起業家支援資金融資制度

西　

宮　

市

■西宮市
　商工課
☎0798-35-3326

　西宮市では、市内で新規に開業、または独立して開業し
ようとする方を支援するための融資制度をご用意してい
ます。
◆起業家支援資金融資制度
　（新規開業資金・独立開業資金）
【限度額】 1,000万円　【利率】 0.7％
【期間】 7年以内（据置期間1年以内）
詳細は、当市ホームページまたはお電話などでご確認を。

伊丹市創業支援事業

伊　

丹　

市

■伊丹市
　商工労働課
☎072-784-8047

　伊丹市では、伊丹商工会議所や日本政策金融公庫と連
携して「創業支援等事業」を実施しています。市が定める
「特定創業支援等事業」を受講し、認定を受けた方は、以
下のようなメリットを受けることができます。
・登記にかかる登録免許税の軽減
・創業関連保証の特例　　　　　　など
※認定には一定の条件がありますので、当市HPまたはお電話でお問
　い合わせ下さい。

中小企業振興融資制度（創業資金）

伊　

丹　

市

■伊丹市
　商工労働課
☎072-784-8047

　伊丹市では、市内で新たに起業・創業する方を支援するた
め中小企業振興融資制度（創業資金）をご用意しています。
【融資限度額】1,000万円（自己資金の2倍以内）
【利率】0.75％（平成30年度）
【融資期間】7年以内（据置期間1年以内）
【補助】信用保証料の1/4を当市が補助
※その他条件等がありますので、当市ＨＰまたはお電話でお問い合わせ
　ください。

宝塚市　起業家等支援資金融資あっせん制度

宝　

塚　

市

■宝塚市
　商工勤労課
☎0797-77-2011

　宝塚市では、市内で起業しようとする方を支援するため
起業家等支援資金の融資あっせん制度を実施しています。
◆起業家等支援資金
【限度額】500万円　【利率】1.35％
【期間】5年以内（据置期間1年以内）
※その他条件等がありますので、当市HPまたはお電話でお問い合わせく
　ださい。

第二創業等支援資金融資

市
　
崎
　
尼

■公益財団法人
　尼崎地域産業活性化機構
☎06-6488-9565

　尼崎市では、現在の事業を継続しながら他の事業に進
出（第二創業）、もしくは事業を廃止して他の業種に転換
（事業転換）しようとする中小企業を支援するため、第二
創業等支援資金融資を実施しています。（進出もしくは転
換後1年以内のものを含む。）
【融資限度額】3,000万円　【融資利率】1.10%
【融資期間】10年以内（据置期間１年以内）
さらに、本市が信用保証料の3/10を助成します。

起業アシスト資金融資

市
　
崎
　
尼

■公益財団法人
　尼崎地域産業活性化機構
☎06-6488-9565

尼崎市では、事業を営んでいない個人で1カ月以内に事
業を開始する方、もしくは事業を営んでいない個人で2カ
月以内に会社を設立する方を支援するため、起業アシス
ト資金融資制度を実施しています。（いずれも事業開始又
は会社設立後3年未満の方を含む）
【融資限度額】2,000万円　【融資利率】0.45%
【融資期間】7年以内（据置期間１年以内）
さらに、本市が信用保証料の1/3を助成します。

地域活力向上保証「ふるさと」
支
援
機
関（
県
全
域
）

■兵庫県信用保証協会　各事務所・支所
　（各事務所・支所の連絡先は当協会ホームページでご確認ください。）
☎078-393-3900（代表）

　UIJターンで起業を目指す方の資金調達を応援します。
メリット①保証料割引で応援！保証をご利用の際に必要な
信用保証料を大幅に割引します。
メリット②専門家が応援！事業を軌道に乗せることができ
るように、無料で中小企業診断士や税理士等の専門家か
ら経営支援を受けることができます。
※対象者によっては経営支援の対象外となる場合があります。
詳細は当協会ホームページまたはお電話でご確認を。

起業パワフルアシスト資金融資

市
　
崎
　
尼

■公益財団法人
　尼崎地域産業活性化機構
☎06-6488-9565

　尼崎市では、特定創業支援事業等を受けられた方で、事業を
営んでいない個人で1カ月以内に事業を開始する方、もしくは
事業を営んでいない個人で2カ月以内に会社を設立する方を支援
するため、起業パワフルアシスト資金融資制度を実施しています。
（いずれも事業開始又は会社設立後3年未満の方を含む）
【融資限度額】2,000万円　　【融資利率】0.45%
【融資期間】7年以内（据置期間１年以内）
さらに、本市が信用保証料の1/2を助成します。
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信用保証料の助成

姫　

路　

市

■姫路市役所　産業振興課
※融資制度は、兵庫県信用保証協会にお問い合わせください。

☎079-221-2505

　姫路市内で創業された方で、以下の兵庫県中小企業融
資制度および兵庫県信用保証協会の保証制度を利用さ
れる場合に信用保証料の一部を助成します。
【助成対象】 新規開業貸付、地域活力向上保証「ふるさと」
【助成率】 10％
【必要書類】 
信用保証協会申し込み時に必要な書類に加え、姫路市税
納付確認書を添付ください。

創業者融資保証料補助及び利子補給制度

高　

砂　

市

■高砂市生活環境部
　環境経済室産業振興課
☎079-443-9030

　高砂市では『高砂市創業者融資保証料補助及び利子補
給』制度をご用意しています。
◆補助額
対象融資にかかる保証料額2分の1補助及び3年間の利子補給
◆対象者
当市創業支援事業計画に定める特定創業支援事業を受
けた者、新たに創業する又は創業後5年未満など
詳しくは担当までお問い合わせください。

西脇市創業・再挑戦支援資金保証料補給

西　

脇　

市

■西脇市
　産業活力再生部　商工観光課
☎0795-22-3111

　西脇市では、市内で新規に開業しようとする方を支援
するため融資を受ける場合に兵庫県信用保証協会が徴
収する信用保証料の半額を市が助成しています。
【対象融資】
・兵庫県中小企業融資制度の開業資金
・兵庫県信用保証協会の創業に係る保証を付した融資
【補助】信用保証料の1/2を当市が補助
詳細は、当市ホームページまたはお電話でご確認を。

三木市起業家支援利息補給制度

三　

木　

市

■三木市
　産業振興部商工振興課
☎0794-82-2000

　日本政策金融公庫から起業に関する融資を受ける場
合、利息の50％に相当する額を補給します。
　補給期間は、融資の借入期間と同じとし、一年に一度補
給します。
　ただし、延滞利息は補給しません。
　この制度は市内に住所を有する個人事業主又は市内
に主たる事務所を有する法人が対象です。
融資申込相談は日本政策金融公庫まで。

宝塚市　起業融資活用者利子補給金

宝　

塚　

市

■宝塚市
　商工勤労課
☎0797-77-2011

　宝塚市では、市内で起業しようとする方を支援するた
め、（株）日本政策金融公庫、兵庫県、市の起業に係る資金
の融資を受けた方へ起業融資活用者利子補給制度を実
施しています。
◆起業融資活用者利子補給金
【補給額】当初借入額1,000万円以下に係る利子の額
【期間】融資実行後3年間
※その他条件等がありますので、当市HPまたはお電話でお問い合わせください。

川西市　起業家支援資金

川　

西　

市

■川西市
　産業振興課
☎072-740-1162

　川西市では、市内で開業しようとする者に対して、融資
あっせん制度をご用意しています。
◆起業家支援資金
【融資限度額】2,000万円
【対象者】川西市内で開業しようとする者
（事業を開始して1年未満の者を含む）
【資金使途】運転・設備　　【利率】0.45%
【融資期間】7年以内(内1年据置可)

明石市　融資制度（創業支援資金）

明　

石　

市

■明石市　産業政策課
　商工係
☎078-918-5098　

　明石市では、市内で新規に創業しようとする方、または
創業後１年未満の方を支援するため、創業支援資金をご
用意しています。
【融資限度額】1,000万円以内　【利率】0.5％
【期間】７年以内（据置期間１年以内）
※その他条件等がありますので、当市HPまたはお電話でお問い合わ
　せください。

加古川市　創業支援融資制度

加
古
川
市

■加古川市
　産業振興課
☎079-427-9756

　加古川市では、市内で新規開業しようとする方を支援
するため創業支援融資制度をご用意しています。
◆創業支援融資
【限度額】1,000万円　【利率】0.7％
【期間】7年以内（据置期間1年以内）
【補助】信用保証料の1/2を当市が補助
※特定創業支援事業による限度額の引上措置があります。
詳細は当市HP（検索：融資あっせん）をご覧ください。
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新温泉町中小企業振興資金融資制度

新
温
泉
町

■新温泉町役場
　商工観光課
☎0796-82-5625

　新温泉町では、町内で新規に創業しようとする方を支
援するため融資制度をご用意しています。
◆創業融資
　【限度額】2,000万円　【利率】0.7%　【期間】10年以内
　【補助】金融機関に支払った利子の1/2を当町が補助。
新温泉町特定創業支援事業計画の証明書を受けた方は
3/4補助
詳細は、当町ホームページまたはお電話でお問い合わせ下さい

「たんぎん創業サポートローン」について

金
融
機
関

■但馬銀行
　法人営業部
☎0796-24-2133

　但馬銀行では、創業期にあるお客様を対象とした「たん
ぎん創業サポートローン」をご用意しております。
【対象者】6ヶ月以内に新たに事業を始める方など
【資金使途】事業資金（運転資金・設備資金）
【ご融資金額】1，000万円以内
【融資期間】15年以内（運転資金は5年以内）
事業計画の作成から、創業をお手伝いさせていただきます。
お近くの但馬銀行窓口または担当者へご相談下さい。

創業者向けローン『船出』

金
融
機
関

■みなと銀行
　法人業務部
☎078-333-3201

　新たに6ヵ月以内に事業を始める方、又は事業開始後税務申
告を2期終えていない創業（予定）者で、日本政策金融公庫（国
民生活事業）と同時申し込みをされる方への事業性融資です。
【限度】500万円（最低100万円）※10万円単位
【期間】設備資金 7年以内、運転資金 5年以内
【金利】変動金利　【返済】元金均等分割返済（6ヵ月以内据置可）
【その他】創業計画書ビジネスモデル評価により、金利引下げ
詳細についてはＨＰまたは、お近くのみなと銀行窓口まで。

太子町　創業者融資保証料補助制度

太　

子　

町

■太子町
　産業経済課商工観光係
☎079-277-5993

　太子町では、町内で新規に創業しようとする方を支援
するため信用保証料の補助制度をご用意しています。
◆創業者信用保証料補助
創業融資にかかる信用保証料の1/2を当町が補助
（一事業者あたり補助金上限20万円）
融資を受けた日から2か月以内に申請してください。
詳細は、当町ホームページまたはお電話でご確認を。

豊岡市中小企業融資制度

豊　

岡　

市

■豊岡市役所
　環境経済部　環境経済課　商工振興係
☎0796-23-4480

運転資金、設備資金に活用ください。
◆融資条件
　【受付期間】平成30年4月2日から平成31年3月29日
　①短期融資（1年以内） 　利率1.4％
　②長期融資（5年以内）　 利率1.6％（※）
　③長期融資（10年以内） 利率1.7％（※）
　※環境経済認定事業は②・③ともに年1.5％
詳細は、当市ホームページ又はお電話でご確認を。

相生市創業支援ネットワーク

相　

生　

市

■相生市役所
☎0791-23-7133
■相生商工会議所
☎0791-22-1234

　創業支援事業者である「相生商工会議所」「日本政策金
融公庫姫路支店」「ＮＰＯ法人ひと・まち・あーと」の4者で
「相生市創業支援ネットワーク」を構築しました。各機関が専
門的な役割を果たし、様々な創業時の課題を解決します。 
　特定創業事業を受けた創業者には、相生市が証明書を
発行し、（1）会社設立時の登録免許税の軽減 （2）信用保
証協会の創業関連保証 （3）日本政策金融公庫の融資制
度の優遇措置を受けることができます。

赤穂市中小企業経営安定資金融資制度

赤　

穂　

市

■赤穂市役所
　産業観光課
☎0791-43-6838

　赤穂市では、市内で新規に開業しようとする方を支援
するため融資制度をご用意しています。
◆赤穂市中小企業経営安定資金融資制度
【限度額】1,000万円　
【利率】1.05％
【期間】60ヶ月以内
【補助】信用保証料の1/2を当市が補助
詳細は、お電話でお問い合わせください。

中小企業者支援融資利子補給金交付事業

佐　

用　

町

■佐用町役場
　商工観光課
☎0790-82-0670

　佐用町内の新規創業や経営革新、事業継承などに取り組
む事業者を支援するため、一定の要件を満たす融資利子の
一部を補給する制度です。交付対象は下記のとおりです。
・借入日直近の決算の売上高もしくは、直近3ヶ月間の売上
高が前年と比べ減少している事業者　
・借入日直近の営業利益が、前年と比べ減少していること
・新規創業や、事業継承を行った事業者　など
詳しくは町商工会0790-82‐2218へお問い合わせください。
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たんしん創業サポートローン

金
融
機
関

■但馬信用金庫
　事業支援部
☎0796-23-1200

　新たに事業を開始されるお客様や、創業間もないお客様向
けのローンをご用意しています。ぜひご利用を検討ください。
【対象】新たに事業を始める又は事業開始後税務申告が2期
未満の法人および個人（当金庫の営業区域内で営業する方）
【限度】500万円　【金利】変動金利
【返済】元利均等、または元金均等（据置6か月以内）
【期間】（運転）5年以内・（設備）7年以内
詳細についてはHPまたは、お近くのたんしん窓口まで。

なかしん　創業支援ローン

金
融
機
関

■中兵庫信用金庫
　営業推進部
☎0120-748-915

　当庫営業エリア内で新しく事業を開始する方、または当庫営
業エリア内で事業を開始して税務申告2期を終えていない方。
日本政策金融公庫の融資対象業種である方。
【ご融資金額】500万円以内　【担保】原則不要
【ご利用期間】運転資金5年（据置期間なし）
　　　　　　設備資金7年（据置期間なし）
【保証人】法人の場合：原則 経営者
　　　　個人の場合：原則 生計を共にする同居親族1名

なかしん　空き家活用ローン

金
融
機
関

■中兵庫信用金庫
　営業推進部
☎0120-748-915

【ご利用いただける方】
対象となる物件が本人または同居の配偶者、親または子
の所有であること。
【お使いみち】空き家を賃貸するための改築・改装費用等
【ご融資金額】10万円以上500万円以内（1万円単位）
【ご利用期間】6ヶ月以上10年以内
【ご融資利率】年利2．5％（変動金利型、随時連動タイプ）
【保証人】原則 不要

なかしん　空き家再生サポート

金
融
機
関

■中兵庫信用金庫
　営業推進部
☎0120-748-915

【ご利用いただける方】
当庫営業エリア内にて空き家を取得、または賃借し新た
に事業を営もうとする法人または個人
【お使いみち】運転資金・設備資金
【ご融資金額】運転資金500万円以内（1万円単位）
　　　　　　設備資金1，000万円以内（1万円単位）
【ご利用期間】運転資金5年以内（据置期間は6ヶ月以内）
　　　　　　設備資金7年以内（据置期間は6ヶ月以内）

こうべしんきん創業サポートローン

金
融
機
関

■神戸信用金庫
　融資部
☎078-321-7743

　神戸信用金庫は日本政策金融公庫と連携して、起業・
創業者さまを応援します。
【対象】日本政策金融公庫と同時に申込みをされる法人・個
人事業主の方で、当金庫の営業区域内で新しく事業を開始
する方又は事業を開始して税務申告を２期終えていない方
【限度額】500万円　【利率】当金庫所定の利率
【期間】（運転資金）5年以内、（設備資金）7年以内
【返済】元金均等分割返済（元金据置6ヶ月以内）

創業に関する融資・ファンド商品

金
融
機
関

■尼崎信用金庫
　事業支援部
☎0120-26-0556

　営業地域内で新しく事業を始められるお客様や、創業
間もないお客様への融資商品として「あましん創業支援
融資」と資本及び経営強化を目的とした資金を直接供給
する「あましん創業・成長サポートファンド」を取扱してい
ます。地元企業の「新たなチャレンジ」を積極的にサポー
トしていくものです。
＊詳細については、お近くの尼崎信用金庫窓口または経営相談コー
　ナーまでお問い合わせ下さい。

にっしん創業サポート資金

金
融
機
関

■日新信用金庫
　審査部ソリューション事業室
☎078-912-4569

　にっしんは日本政策金融公庫と連携して「地域の創業者」
をサポートするための融資商品を取り扱いしています。
【対象】日本政策金融公庫と同時に融資を実行できる法人・個
人事業主の方で、当金庫の営業区域内で新たに事業を開始
する方、又は事業を開始して税務申告2期を終えていない方
【限度額】500万円　【期間】運転資金5年・設備資金7年
【利率】当金庫所定の利率　【返済】元金均等分割返済
その他条件等詳細はHPまたはお近くのにっしん窓口まで。

淡信創業サポートローン

金
融
機
関

■淡路信用金庫
　業務部
☎0799-22-1020

　創業期にある事業者の方を日本政策金融公庫と連携し
て支援するローン商品をご用意しています。ぜひご利用
ください。
【対象】6か月以内に新たに事業を始める、又は新たに事業開
始後、税務申告を2期終えていない方（当金庫事業地区内の方）
【限度額】500万円　ただし、公庫の融資実行額を上限とします。
【利率】当金庫所定の利率
【期間】運転資金：5年以内、設備資金：7年以内
詳細についてはお近くの淡信窓口までお問い合わせください。
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女性起業家応援プロジェクト

国

■近畿経済産業局
　産業部　創業・経営支援課
☎06-6966-6014

　近畿経済産業局では、女性起業家支援に取り組むサポー
ターやパートナーと広域的なプラットフォームを形成するとと
もに、女性起業家の成長段階に応じた支援策のコーディネー
トを行う「女性起業家応援プロジェクト」を推進しています。
　本事業では、ポータルサイトの開設、創業支援イベント・セ
ミナーやサポーター・パートナーとの連携事業の実施、ビジネ
スプラン発表会＆交流会「LED関西」の開催を行っています。
　開催時期等、詳細はポータルサイトをご覧ください。

創業フェアひょうご 2018
支
援
機
関（
県
全
域
）

■兵庫県信用保証協会
　経営支援室
☎078-393-3920

　好評の創業フェアを今年も開催します。先輩創業者のトーク
セッションや、専門家によるミニセミナーなど創業に向けた一
歩を応援します。また、参加者、県内の金融機関、支援機関が
一堂に会した交流会も行います。是非お気軽にご参加下さい。
【開催日時】11/5（月）　13：00～17：00
【開催場所】スペースアルファ三宮(センタープラザ東館6階）
詳細は当協会ホームページまたはお電話でご確認を。
※2月に同様の内容で尼崎でも開催予定です。

Fo
un

dat
ion

Fo
un

dat
ion

イベント情報

役立つ情報満載！

創業

新規開業資金

金
融
機
関

■日本政策金融公庫
　事業資金相談ダイヤル
☎0120-154-505

　新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内
の方の事業資金の支援をしています。
くわしくは、支店の窓口までお問い合わせください。
【融資額限度額】（国民生活事業）
7,200万円（うち運転資金4,800万円）
【返済期間】
設備資金20年以内（うち据置期間2年以内）
運転資金7年以内（うち据置期間2年以内）

けんしん創業・第二創業サポートローン

金
融
機
関

■兵庫県信用組合
　融資部
☎078-391-6316

　けんしんでは、日本政策金融公庫と連携して創業者・第二創業
者向けのローンをご用意しています。
【対象】①新しく事業を始める方 ②事業を始めて税務申告が2期
未満の方 ③第二創業を計画している方。①～③の方のうち、日
本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」を利用できる方
【融資額】500万円以内　【期間】7年以内（但し運転資金
は5年以内）　【金利】年3.0～5.0％
詳細については、お近くのけんしんまでお問合せください。

たんよう　創業応援ローン（当貸型）

金
融
機
関

■但陽信用金庫
　営業統括部
☎0120-200-707

　創業されるお客様のビジネスプランを総合的にサポー
トします
【対象】当庫の営業地区内で6ヶ月以内に事業を開始する
か、事業を開始してから2年以内の法人・個人事業主の方
【金額】100万円以上500万円以内（10万円単位）
【期間・利率】当座貸越期間：3年、変動金利1.5％
証書貸付期間：当座貸越期間終了後、最長10年
変動金利2.0％（金利優遇あり）　【担保】原則不要
詳しくは、お近くの「たんよう」窓口かフリーダイヤルへ
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飲食店開業セミナー

西　

宮　

市

■西宮市
　商工課
☎0798-35-3387

　西宮市内での飲食店開業を予定している、又は市在住
で飲食店開業を予定している方を対象としてセミナーを
開催します。
【日時】 9/1（土）、9/8（土）、9/15（土）、9/29（土）
【場所】 兵庫栄養調理製菓専門学校　【定員】15名程度
【参加費】 無料
【申込方法】 参加申込書をFAX、郵送、またはWebにて
詳細が決定次第にホームページ等で公表します。

尼崎商工会議所　創業塾2018

尼　

崎　

市

■尼崎商工会議所
　経営支援グループ
☎06-6411-2254

　新たに事業を起こそうとしている方や創業間もない方を対象
とした「ビジネスを創る起業家のための創業塾」を開催します。
【日程】10/20（土）から12/1（土）　全5回
【場所】尼崎商工会議所会議室　【定員】30名（先着順）
【参加費】5，500円（税込）
【申込方法】ホームページもしくは参加申込書をＦＡＸにて
【締切】定員になり次第
詳細は、当所ホームページまたはお電話ででご確認を。

女性起業家ステップアップセミナー

西　

宮　

市

■西宮市
　商工課
☎0798-35-3387

　女性起業家を対象としたセミナーを開催します。
事業をより大きくしたい、起業にチャレンジしたい方など
女性起業家を支援するセミナーです。
【対象】 西宮市民、市内事業者（予定者含む）の女性起業家
【定員】 50名程度（予定）
【日時】 2月中旬～下旬に実施予定
【費用】 無料
詳細が決定次第にホームページ等で公表します。

創業基礎セミナー

市
　
戸
　
神

■公益財団法人 神戸市産業振興財団
　創業・新事業支援部　創業支援課
☎078-360-3202

　創業時に必須の「税務・資金調達」「法人設立」「社会
保険・労務管理」の基礎知識を学ぶセミナーを毎月開
催しています。講師は神戸開業支援コンシェルジュコー
ディネータが務めます。
【日時】毎月第1～第3水曜日　各回10:00～12:00
【テーマ】第1水曜…税務・資金調達、第2水曜…法人設立
第3水曜…社会保険・労務管理
【場所】神戸起業操練所（神戸市産業振興センター10階）

あまがさきビジネスプランコンテスト

尼　

崎　

市

■あまがさき
　ビジネスプランコンテスト実行委員会
☎06-6488-9501

　新しいアイデアとチャレンジ精神を持つ創業者のビジネ
スプランを広く募集し、オール尼崎体制で、事業化までサ
ポートすることで、多くの創業者を発掘することにより、地域
経済の発展につなげることを目的として実施しています。
【応募対象者】 創業後概ね1年以内の方（第二創業含む）
【スケジュール】 9/7（金）エントリー締切
9月下旬書類選考、11月下旬2次選考、1月下旬最終選考
最終選考は観覧や交流会の一般参加もOKです。

国際フロンティア産業メッセ2018
支
援
機
関（
県
全
域
）

■主催：国際フロンティア産業メッセ2018実行委員会
展示会について：☎06-6946-3384（事務局：日刊工業新聞社）
事業内容について：☎078-306-6806
（公益財団法人 新産業創造研究機構）

　企業や大学・研究機関による先端技術の紹介や新事業
創出の基盤となる製品展示を中心に、基調講演、特別講演、
各種セミナーや交流会など多彩なプログラムを展開し、技
術交流・ビジネスマッチングを進める機会を提供します。
　西日本最大級の産業総合展示会です（予定来場者約3
万人）。
【日程】 9/6(木)・9/7(金)
【場所】 神戸国際展示場（神戸ポートアイランド）

KOBE創業塾

市
　
戸
　
神

☎078-360-3202

　創業を目指す方、創業間もない方を対象に、
神戸開業支援コンシェルジュコーディネータが講師を務
め、創業に必要な知識をわかりやすく解説します。
　創業経験者をゲストスピーカーに迎え、実際の創業経
験を聞き参加者にご自身の創業をイメージしていただき
ます。
【日程】シニア編1月ごろ、女性編2～3月
【場所】神戸市産業振興センター

■公益財団法人 神戸市産業振興財団
　創業・新事業支援部　創業支援課

KOBE大創業者祭

市
　
戸
　
神

■

☎078-360-3202

　創業希望者、創業間もない方を対象に、ネットワークづ
くりを支援するイベントです。創業経験者の講演、参加者
プレゼン、支援機関ブースなどで創業に関する情報提供
を、交流会では参加者同士および支援機関とのネット
ワークづくりをサポートいたします。
【日程】11月21日(水）14：00～18：00
【会場】神戸クリスタルホール
【参加費】無料

■公益財団法人 神戸市産業振興財団
　創業・新事業支援部　創業支援課



18 創業｜事業承継 すべての情報 in ひょうご創業

川西市　女性起業塾

川　

西　

市

■川西市
　産業振興課
☎072-740-1162

　川西市では、市内で起業された女性や試みる女性に対
して、創業初期の方に広くご参加頂けるステップアップセ
ミナーを開催します。
【日程】11/7(水)、11/21(水)、12/5(水)
【時間】10:00～12：00　【受講費】500円／回
【内容】「印象力アップ」色彩講座や商品スタイリング講座等
申込方法、実施場所や詳しい講座内容については、10月
頃に市広報誌や市ホームページにてお知らせします。

女性起業支援セミナー（女性限定）

川　

西　

市

■川西市商工会
☎072-759-8222

　自分の想いをビジネスとして形にしたい。川西市内で起業
したいと考えている女性の方、起業についての基本的なこと
を学びませんか。事業の立上げに必要な心構えや「経営」「財
務」「人材育成」 「販路開拓」の基礎知識を専門家からの指導
を受けながら5日間で楽しく習得することができます。
開催日程：5日間コース 10月5日（金）・12日（金）・
　　　　　19日（金）・25日（木）・26日（金）
9時30分から12時、26日のみ9時から12時30分

芦屋市商工会　第10回創業塾

芦　

屋　

市

■芦屋市商工会
　担当：上田
☎:0797-23-2071  Fax:0797-32-4177

　新たに事業を起こそうとしている方や創業間もない方
を対象とした「創業塾」を開催します。
【日程】2/24(日）・3/3（日）・3/10（日）・3/17（日）
　　　全４回・日曜日　13：00～18：30
【場所】芦屋市商工会館（芦屋市公光町４-２８）
【定員】３５名（申込み多数の場合、抽選）
【申込方法】電話・ＦＡＸ・ＨＰ　【締切】2/15（金）
※詳細情報は１月頃にＨＰにアップ致します。

伊丹商工会議所　創業塾

伊　

丹　

市

■伊丹商工会議所　経営支援課
☎072-775-1221

　体験型セミナーで販売戦略、市場調査、資金調達方法
が学べ、創業のイメージ作りが出来ます。
【日程】10月6・13・20・27日　毎週土曜日　全4回
【場所】伊丹商工プラザ2階多目的ホール
【定員】30名（先着順）
【受講費】5，000円（税込）
【申込方法】受講申込書をFAXまたはホームページで
詳細は、当所ホームページまたはお電話でご確認を。

実践創業塾

三　

田　

市

■三田市商工会（担当：小林）
☎079-563-4455

　新たに事業を検討中の方、創業間もない方を対象とした
「実践創業塾」を開催します。三田市内で創業される方へは
受講により証明書が発行され、メリットを受けられます。
【日程】2月(予定）
【場所】三田市商工会館　　【定員】20名
【申込方法】参加申込書をＦＡＸまたは郵送で
【参加費】2,000円（税込）　
詳細は、お電話にてお問い合わせください。

いながわ創業支援セミナー2018

猪
名
川
町

■猪名川町商工会
☎072-766-3012

　あなたの起業の夢、未来を実現するヒントがここにあり
ます。【経営】【労務】【販路開拓】【財務】の4つの知識が身
につくセミナーを開催します。
【日時】①9/29(土) ②10/13(土) ③10/27(土)
④11/10(土) ⑤11/17(土)の5日間　13:00～17：00
【場所】猪名川町商工会館　【定員】15名（先着順）
【参加費】1，000円（税込）
詳細は、当会ホームページまたはお電話でご確認ください。

平成30年度　起業応援セミナー

明　

石　

市

■明石商工会議所
　中小企業相談所
☎078-911-1331　FAX078-911-6738

　起業に興味がある・起業を目指す・起業して頑張っている
方を対象とした企業イベント（支援機関が明石に集合します）
【日程】未定（平成31年1月～2月頃　開催予定）
【場所】明石商工会議所　　
【定員】80名（先着順）
【参加費】無料
【申込方法】参加申込書をFAXまたは郵送で
詳細は、ホームページまたはお電話でご確認をお願いします。

西宮起業塾

市
　
宮
　
西

■西宮商工会議所／地域振興課　荒木・新垣
☎0798-33-1258

　西宮商工会議所では、下記の通り、起業塾を開催いた
します。
【日程】8/26(日）、9/2（日）、9/9（日）、9/16（日）、9/30（日）
【時間】10：00～17：00
【場所】西宮商工会館　【参加費】無料
【内容】商品・サービス戦略、プロモーション戦略、IT戦略
等を学び、事業計画書を作成する。
【講師】黒野秀樹氏(メイン講師）　等
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加西市産業活性化センターかさい創業塾

加　

西　

市

■加西市産業活性化センター
　（加西商工会議所内）
☎0790-42-0416

　創業を検討中の方、準備を進めている方、創業されて
間もない方を対象に創業の基礎知識とビジネスプラン
の立て方、計画的な資金調達などをわかりやすく説明し
ます。
【日程】平成３１年1月19日、26日（予定）  各土曜日  全2回
【場所】加西商工会議所　【定員】15名（先着順）
【参加費】無料　【申込】参加申込書をＦＡＸまたは郵送で
※詳細は、ホームページまたは電話でご確認ください。

加東市商工会　創業塾2018

加　

東　

市

■加東市商工会　
　経営支援課　担当 ： 谷川 
☎0795-42-0253

　産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を受
け、加東市商工会と連携し、創業塾及び創業セミナーを実施
しています。創業前に専門的な知識を身に付けることが、早期
のスムーズな創業に繋がることや創業後の経営支援につい
ても商工会が実施します。（平成30年8月31日～10月19日）
【対象者（※H30年度予定）】
市内在住または市内で創業を計画している創業予定者
（希望者）及び開業後概ね3年以内の創業者

創業者のための経理基礎セミナー

加　

東　

市

■加東市商工会　
　経営支援課　担当 ： 谷川 
☎0795-42-0253

　創業時に必要な税務手続きや届出書に関する知識、創
業後に必要な所得税や消費税の税務知識、決算、確定申
告等のための日々の記帳の仕方などについて学びます。
【日時】11/15（木）　19：00～21：30
【会場】加東市商工会館
日常の“経理のお仕事”を中心に学ぶセミナーです
申込や詳細は加東市商工会ホームページで確認してくだ
さい。

創業塾フォローアップセミナー

明　

石　

市

■明石商工会議所
　中小企業相談所
☎078-911-1331　FAX078-911-6738

　過去に創業塾を受講された方を対象としたフォローアッ
プセミナー（経営力アップと人脈作りにお役立てください）
【日程】未定（11月下旬～12月上旬頃　開催予定）
【場所】明石商工会議所　　
【定員】30名（先着順）
【参加費】無料
【申込方法】参加申込書をFAXまたは郵送で
詳細は、ホームページまたはお電話でご確認をお願いします。

三木市　起業ビジネスプラン塾

三　

木　

市

■三木市
　中小企業サポートセンター
☎0794-70-8008

　新たに事業を起こそうとしている方や創業間もない方
を対象とした「ビジネスプラン塾」を開催します。
【日程】1/12（土）、1/19（土）、1/26（土）、2/2（土）、 
         2/23（土）　全５回
【場所】サンライフ三木　２階研修室
【申込締切】1/4（金）
【参加費】1,000円

稲美町商工会　「創業塾2018」

稲　

美　

町

■稲美町商工会
　創業支援室
☎079-492-0200

　新たに事業を起こそうとしている方や創業間もない方
を対象とした「創業塾2018」を開催します。
日程：10月14日（日）・21日（日）・28日（日）
時間：各日10：00～16：00
講師：黒野秀樹氏他（中小企業診断士）
場所：稲美町商工会館
創業塾終了後に、中小企業診断士や税理士等による個別
相談会も予定しており、様々なご意向にお応えします。

にしわき創業塾

西　

脇　

市

■西脇商工会議所
☎0795-22-3901

　起業に必要な知識やスキルの習得、受講者同士の人的
ネットワークの構築のほか、受講者の創業への想いやビジネ
スアイデアを講義やグループワークを通じて、ビジネスプラ
ンという目に見えるかたちにすることを目的としています。
【日時】11/17（土）、11/25（日）、12/1（土）
         12/8（土）、12/15（土） 全5回　13：００～16：００
【場所】西脇市茜が丘複合施設「みらいえ」
【定員】20名　【参加費】1000円

吉川町商工会　創業セミナー

三　

木　

市

■吉川町商工会
☎0794-72-1406

　新たに事業を起こそうとしている方や創業間もない方
を対象とした「創業セミナー」を開催します。
【日程】11/23（祝）・11/24（土）　
【時間】10：00～15：00　全２回
【場所】吉川町商工会館
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短期集中！ ひめじ創業塾 2days

姫　

路　

市

■姫路商工会議所
　中小企業相談所
☎079-223-6557

　経営・財務・販路拡大・人材育成といった、事業に不可
欠な経営実務を学ぶ、短期集中型の創業塾です。
【日程】12/1・12/8（全て土曜日）　10：00～17：00
【会場】姫路商工会議所　【定員】30名
【対象】創業予定の方・創業後間もない方
【受講料】無料
※詳細は、当所ホームページまたは電話にてご確認下さい。
※都合により、変更・中止する場合がございます。

創業スタートアップセミナー

姫　

路　

市

■姫路商工会議所
　中小企業相談所
☎079-223-6557

【日程】2/27（水）
【会場】姫路商工会議所
【対象】創業に関心がある方・創業予定の方
【受講料】無料
※詳細は、当所ホームページまたは電話にてご確認下さい。
※都合により、変更・中止する場合がございます。　

あなたの夢をカタチに！2018創業塾

多　

可　

町

■多可町商工会
☎0795-35-2161

　創業に対する基礎知識を知り、具体的な一歩を踏み出
す準備につなげる。創業に少しでも関心・興味のある方
のご参加をお待ちしています。
【日程】9/26(水）、10/3（水）、10/10（水）、10/17（水）
【場所】多可町商工会館2F会議室
【定員】15名（先着順）　【参加費】無料
※創業したいけど何から始めたらいいのか。お店や事務所を
　探している。創業計画を見直したい。お悩みの方は、ぜひ！

女性のための　ひめじ創業塾

姫　

路　

市

■姫路商工会議所
　中小企業相談所
☎079-223-6557

　経営・財務・販路拡大・人材育成といった、事業に不可
欠な経営実務を学び、事業計画を策定します。
【日程】10/24・10/31・11/7
　　　11/14・11/21（全て水曜日　全5日間）　10：00～17：00
【会場】姫路商工会議所　【定員】30名
【対象】創業予定の女性・創業後間もない女性　【受講料】無料
※詳細は、当所ホームページまたは電話にてご確認下さい。
※都合により、変更・中止する場合がございます。

ひめじ創業塾受講生を募集しております

姫　

路　

市

■姫路市商工会
☎079-336-1368

【対象者】概ね1年～２年以内を目処に創業予定の方、又
　　　　 は創業後まもない方
【日時】10/27（土）、11/3（土）、
　　　11/10（土）、11/17（土）、11/24（土）の全5回
各回とも10:00～17:00（受講料無料）
【場所】姫路市立城内図書館会議室
【定員】20名（定員になり次第締め切り）
【申込締切】10/19（金）

創業フォローアップセミナー＆交流会

姫　

路　

市

■姫路商工会議所
　中小企業相談所
☎079-223-6557

【日程】10/28（日）　14：00～18：00
【会場】姫路商工会議所　
【定員】30名
【対象】創業予定の方・創業後間もない方
【受講料】無料
※詳細は、当所ホームページまたは電話にてご確認下さい。
※都合により、変更・中止する場合がございます。

創業フォローアップセミナー＆交流会

姫　

路　

市

■姫路商工会議所
　中小企業相談所
☎079-223-6557

【日程】11/28（水）　10：00～15：30
【会場】姫路商工会議所　
【定員】20名
【対象】創業予定の方・創業後間もない方
【受講料】無料
※詳細は、当所ホームページまたは電話にてご確認下さい。
※都合により、変更・中止する場合がございます。

創業者のためのSNSセミナー

加　

東　

市

■加東市商工会　
　経営支援課　担当 ： 谷川 
☎0795-42-0253

　創業におけるSNSを活用し情報発信と販路開拓を学び
ます。今回はインスタグラムの研修を開催します。
【日時】12月12日（水）　19：00～21：30
【会場】加東市商工会館
●インスタグラムの特徴（特長）、インスタ映えする写真
●どうすればフォロー数が増えるか、ハッシュタグについて
●インスタグラムの活用方法について
申込や詳細は加東市商工会ホームページで確認してくだ
さい。
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養父市創業・第二創業塾2018

養　

父　

市

■養父市商工会
☎079-662-7127

　創業を目指す方、創業後間もない方（3年未満）、第二
創業に関心のある方を対象に「創業塾」を開催します。
【日程】9/25（火）から11/20（火）　全7回
【場所】養父市商工会　【定員】20名
【参加費】無料
【申込方法】参加申込書をＦＡＸまたは郵送で
詳細は、当会ホームページまたはお電話でご確認を。

あさご創業塾

朝　

来　

市

■朝来市商工会
☎079-672-2362

　朝来市の創業事業計画に基づき、市内における創業希
望者に対して必要な知識の習得を目指し、創業実現に向
けた支援を行います。
【日程】11/7（水）より毎週水曜　19:00～21:00　全4回
【場所】朝来市商工会　本所　【定員】20名（先着順）
【参加費】2,000円
【申込方法】参加申込書をＦＡＸまたは郵送で
詳細は当会ホームページ、お電話でご確認ください。

南あわじ市商工会　あわじもん創業塾

南
あ
わ
じ
市

■南あわじ市商工会
☎0799-42-4721

　これから創業を考えている方や創業間もない方を対象
とした「あわじもん創業塾」を開催します。
【日程】9月6日（木）～10月11日（木）　毎週木曜日
【時間】18：30～21：30(1回3時間 全6回)
【場所】南あわじ市商工会・南あわじ市役所
【定員】25名　【受講料】無料
【申込方法】参加申込書をＦＡＸまたは郵送、E-mail
詳細は当会ホームページ、ファイスブックでお知らせします。

創業・第二創業セミナー

た
つ
の
市

■たつの市商工会
☎0791-72-7550

　創業を考えている方、創業間もない方、第二創業をお
考えの方を対象にセミナーを開催します。
【日程】平成31年1月16日・23日・30日・2月6日・13日
（全て水曜日　全5日間）
【場所】たつの市商工会館
【受講料】無料
※詳細は、当会ホームページまたは電話にてご確認ください。
※都合により、変更・中止する場合がございます。

創業・第二創業セミナー

佐　

用　

町

■佐用町商工会
☎0790-82-2218

　これから創業を考えている方、経営の基本を学びたい
創業後間もない方、新しい分野に進出予定の事業主の方
などを対象に、セミナーを開催します。
【日程】9/18(火)から10/23(火)まで
　　　毎週火曜日 18:00～20:00  全6回12時間
【場所】佐用町商工会館　【定員】20名
【参加費】無料
詳細はホームページ又はお電話でご確認ください

創業（経営）支援セミナー

豊　

岡　

市

■豊岡市商工会
　経営支援課
☎0796-42-4751

　夢（想い）をかたちに、経営の基礎をふりかえる創業（経
営）支援セミナーを開催いたします。
【日時】11/4（日）・11/11日（日）　
　　　各日　10：00～17：00（各6時間）
【対象】独立・開業をお考えの方、開業して間もない方、自
　　　社経営を一から見直したい方
【定員】15名（先着順）　【参加費】無料
詳細は当会ホームページでお知らせします。

龍野商工会議所　第5期たつの創業塾

た
つ
の
市

■龍野商工会議所
☎0791-63-4141

　龍野地域で新たに事業を起こそうとしている方や創業
間もない方を対象とした「創業塾」を開催します。
【日程】9/2（日）・9/9（日）・9/17（月・祝）
・9/24（月・祝）・9/30（日）　全5回
【会場】龍野経済交流センター（龍野商工会議所会館）
【受講料】無料　【定員】20名（先着順）
【申込方法】ＨＰよりお申込みください
詳細は、当所ホームページまたはお電話ででご確認ください

相生商工会議所　創業塾

相　

生　

市

■相生商工会議所
☎0791-22-1234

　創業を考えている方や創業間もない方を対象に、経
営・財務・販路拡大・人材育成などの事業に不可欠な経営
実務を学び事業計画を策定する、創業塾を開催します。
【日程】平成31年 1/20（日）、1/27（日）、2/3（日）、2/17日（日）
(いずれも 10：00～16：00 全4回)
【場所】相生商工会議所　
【定員】15名　【参加費】無料
詳細は決まり次第、当商工会議所ホームページに掲載します。
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相談窓口等

役立つ情報満載！

創業

ベンチャー型事業承継の推進

国

■近畿経済産業局
　産業部　創業・経営支援課
☎06-6966-6014

　近畿経済産業局では、事業承継を契機に家業の経営
資源を活用して新規事業にチャレンジする、若手後継者
の「ベンチャー型事業承継」を推進しています。
　ロールモデルとなる経営者の情報発信、啓発イベント
や若手後継者向けの連続講座の開催を通じて、若手後
継者の新たな取組に挑戦する機運醸成を行います。イベ
ント開催時期等、詳細はHPをご覧ください。

国

創業支援等事業計画に基づく創業支援事業

■「創業支援事業計画」を策定した各市町村の相談窓口

　産業競争力強化法における地域での創業支援スキー
ムとして、市区町村は策定した「創業支援等事業計画」に
基づき、民間事業者等と連携して、各地域においてワンス
トップ相談窓口の設置や、創業セミナー等を実施し、創業
支援を行っています。
　詳細な支援内容については、各市町村の相談窓口まで

第3回 豊岡 地域クラウド交流会

金
融
機
関

■但馬信用金庫
　事業支援部　川上
☎0796-23-1200

　地域の起業家5名が事業プランをプレゼンテーション
し、参加者が応援したい起業家に投票し、起業家は参加者
から応援の気持ちをもらう、交流会型のクラウドファン
ディングイベントです。是非ご参加下さい。
【日程】11/14（水）17:30～20:30
【場所】豊岡地区コミュニティセンター 3階
【定員】100名程度　【参加費】1，000円（税込）
【申込方法】事前申込不要

起業プラザひょうご

県

■起業プラザひょうご
　（運営委託先：NPO法人コミュニティリンク）
☎078-862-5302

　（公財）ひょうご産業活性化センターでは、オフィスや交流の
機能を備えた起業の拠点施設を三宮駅前に開設しています。
【場所】神戸市中央区雲井通5-3-1　サンパル6階
【開設時間】10時～21時（土日祝日は12時～20時まで）
【月額（税別）】 コワーキングスペース：5,000円
 ワーキングデスク：7,500円
 スモールオフィス：13,500円～
※セミナールームは一般への貸出（有料）も行っています。

土曜・平日夜間相談
支
援
機
関（
県
全
域
）

■兵庫県信用保証協会　お客様総合相談室
　（中小企業融資よろず相談窓口）
☎078-393-3905

　創業をはじめ、あらゆる相談に無料でお応えします
【土曜相談】下記日程の10：00～17：00
神戸：10/6、1/12
阪神・但馬・加古川：11/10、2/2
姫路・淡路・西脇：12/8、3/2
【平日夜間相談】
原則、すべての営業日の17：00～19：00
※いずれも事前予約制。電話、当協会ＨＰから予約を。

第1回 福知山 地域クラウド交流会

金
融
機
関

■但馬信用金庫
　事業支援部　川上
☎0796-23-1200

　地域の起業家5名が事業プランをプレゼンテーション
し、参加者が応援したい起業家に投票し、起業家は参加者
から応援の気持ちをもらう、交流会型のクラウドファン
ディングイベントです。是非ご参加下さい。
【日程】12/8（土）14:00～17:00
【場所】市民交流プラザふくちやま　3階
【定員】100名程度　【参加費】1，000円（税込）
【申込方法】事前申込不要
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事業承継で後継者を目指しませんか！

神　

戸　

市

■公益財団法人
　神戸市産業振興財団　100年経営支援事業担当
☎078-360-3220

　起業の夢をかなえる選択肢の一つとして、後継者がいな
い会社や事業を継いで、経営者を目指す方法があります。後
継者不在の中小企業と創業を目指す起業家をマッチング支
援し、地域企業の存続、経済活性化、雇用の維持を図ります。
【対象】独立・起業を目指す方
【申込方法】電話、ホームページにて受け付けしています。
受付後、面談によるヒアリングをさせて頂き登録致します。
詳細はお問合せ下さい。

神戸商工会議所　創業支援

神　

戸　

市

■神戸商工会議所
　中央支部
☎078-367-3838

　開業の準備段階から、開業、開業後のフォローまで一貫
してサポートします。
・「創業塾」や「創業実践セミナー」の開催
・経営支援センターや各支部経営指導員、専門家による
ビジネスプランや資金計画等の創業相談
・日本政策金融公庫等の創業者向け融資の申込受付・斡旋
・創業支援ナビの開設　など
詳細は会議所ＨＰまたは各支部へお電話でご確認を。

神戸開業支援コンシェルジュ創業相談

市
　
戸
　
神

■公益財団法人 神戸市産業振興財団
　創業・新事業支援部　創業支援課
☎078-360-3202

　創業に関するあらゆるご相談に中小企業診断士、税理
士、社会保険労務士、司法書士等のコーディネータが対
応します。1回50分間、利用回数無制限です
【日時】平日毎日10:00～17:00、
　　　夜間相談日13:00～20:00
【場所】神戸市産業振興センター6階　財団事務所
【申込】予約制です。お電話でお申し込みください
【費用】無料

神戸起業操練所

神　

戸　

市

■公益財団法人 神戸市産業振興財団
　創業・新事業支援部　創業支援課
☎078-381-5921（神戸起業操練所）

　新規企業の立ち上げや新事業創出に対するサポートに加
え、クリエイティブ人材の育成やネットワークの形成に向けた
支援を行っています。新規事業やクリエイティブ活用の個別
相談のほか、様々なセミナーやワークショップ・交流会など、気
軽に参加していただける「場所」と「機会」を提供しています。
【場所】神戸市産業振興センター10階
【日時】月～金／10：00～18：00
【費用】無料

起業家支援インキュベーション施設

神　

戸　

市

■公益財団法人 神戸市産業振興財団
　創業・新事業支援部　創業支援課
☎078-360-3202

　起業を目指す個人やスタートアップ企業に初期成長期
までに必要な「空間」「モノ」「情報」を提供し、起業家の志
を「実現・成長」までサポートします。
【場所】神戸市産業振興センター内
【タイプ】創業準備オフィス（13ブース）・スモールオフィス
（16室）・企業育成室（6室）／24時間365日使用可能
支援内容：アドバイザーによる経営相談・定例の経営セミ
ナー・交流サロン（無料）・交流会でネットワーク作り

「女性企業家支援チーム」のご案内
支
援
機
関（
県
全
域
）

■兵庫県信用保証協会　各事務所・支所
　（各事務所・支所の連絡先は当協会ホームページでご確認ください。）
☎078-393-3900（代表）

♪創業って何から始めたらいいの？
♪資金調達についてアドバイスが欲しい。
♪経営の悩みを聞いてほしい。
このような女性の声に、当協会の女性職員で構成された
「女性企業家支援チーム」のメンバーが親身にお応えし
ます。
各事務所・支所にメンバーを配置していますので、お気軽にお問い合
わせください。

兵庫県知財総合支援窓口
支
援
機
関（
県
全
域
）

■公益財団法人
　新産業創造研究機構（運営事業者）
☎0570-082100

　中小企業や中堅企業等が経営の中で抱える知的財産に
関する悩みに対し、アイデア段階から事業展開までの一貫
した支援をワンストップで行います。
　窓口では、企業OB等の経験豊かな知財相談アドバイ
ザーが、ヒアリングを通じて、経営及び知的財産の課題に
応じたソリューションを無料でご提案しています。また、お
忙しい皆様に対しては訪問も致しますので、ぜひご利用下
さい。

【創業】個別相談会
支
援
機
関（
県
全
域
）

■兵庫県よろず支援拠点
☎078-977-9085

　創業をお考えの方、創業間もない方等を対象に個別相
談を随時受け付けています。
【相談日時】平日9:00～17：00　【申込方法】電話にて予約
【費用】何度でも無料！（相談時間は1回につき1時間）
【場所】神戸市中央区東川崎町1-8-4　産振センター1階
【サテライト相談会場】淡路県民局、但馬技術大学校
朝来市役所、宍粟防災センター、中播磨県民センター
尼崎市中小企業センター、西宮商工会議所



24 創業｜事業承継 すべての情報 in ひょうご創業

創業に向けてのトータルサポート

加
古
川
市

■加古川商工会議所
　中小企業相談室　指導課
☎079-424-3355

　加古川商工会議所は加古川市の創業支援ネットワーク
の認定支援機関として、創業希望の皆さんに制度融資や
補助金の紹介、事業計画書の作成支援を行っています。創
業後も税務や労務、金融などきめ細かくお手伝いさせて
いただく安心のサポート体制です。※創業相談を受けら
れた方は、登録免許税の減免などの特典が受けられます。
　また、11月中旬には「創業塾」を開催する予定です。
※詳細が決まり次第HPでご案内します。

姫路創業ステーション

姫　

路　

市

■姫路創業ステーション
☎079-223-6557

　行政等の支援情報の提供や事業計画の立て方、資金調
達の方法等の相談に専門スタッフがワンストップで対応
します。
　さまざまな特典が受けられる創業セミナーも開催して
います。

相生商工会議所　経営なんでも相談会

相　

生　

市

■相生商工会議所
☎0791-22-1234

　経営の悩み・不安を一気に解決する相談会を開催し
ます。
【日程】11/22(木)　13：00～16：00
【場所】相生商工会議所　大会議室
融資・税務・経営革新・法律・労働・社会保険・雇用関係各
種助成金の専門相談員が一同に会した相談会です。
相談は秘密厳守で無料です。お気軽にご利用ください。
詳細は、当商工会議所ホームページまたはお電話でご確認下さい。

起業家支援施設　SOHOプラザ

神　

戸　

市

■神戸ファッションマート（六甲アイランド）
　SOHOプラザ事務局
☎078-857-8102

①中小企業診断士による起業相談（月8回、夜間・休日あり）
②専門家による各種経営相談（各分野月1回）
③起業セミナー開催（4回連続開催、2019年2月～3月予定）
④起業勉強会開催（月1回の土曜or日曜）
⑤スモールオフィス（登記が可能な個室型シェアオフィス）
⑥コワーキングスペース（24時間365日の利用が可能）
＊①～④は利用料無料、但し会員登録が必要
＊⑤および⑥は月額使用料が必要

尼崎創業支援オフィス「アビーズ」

尼　

崎　

市

■公益財団法人
　尼崎地域産業活性化機構
☎06-6488-9501

　創業しようとお考えの方、又は創業して間もない個人か法
人で創業準備中や創業意欲のある方などを対象に入居希望
者を募集します。対象業種は問いません。また、当施設の特徴
として、4人のインキュベーションマネージャーによるきめ細
かなハンズオン支援と市内の関係団体と連携してオール尼崎
で支援する体制を整備しています。お気軽にお問い合わせを！
フリースペース（定員32人）　月額利用料 8,000円
固定スペース（定員4人）　月額利用料 15,000円

週末起業相談会

三　

木　

市

■三木市
　中小企業サポートセンター
☎0794-70-8008

　新たに事業を起こそうとしている方や創業間もない方
を対象とした「相談会」を開催します。
【日程】毎月第2土曜日
         9：00～12：00　13：00～16：30
【場所】サンライフ三木2階
         三木市中小企業サポートセンター
要予約、個別相談（無料）
※第２土曜が祝日の場合は、別の日に振り替えます。

創業希望者の相談窓口

猪
名
川
町

■猪名川町地域振興部　産業観光課
☎072-766-8709

　猪名川町では創業を考えられている方向けの相談窓口
を下記の2か所設置しています。
・猪名川町役場地域振興部産業観光課
・猪名川町商工会
創業を考えられている方は、お気軽にご相談ください。

加西市　創業希望者のための個別相談

加　

西　

市

■加西市役所産業振興課
☎0790-42-8740
■加西商工会議所
☎0790-42-0416

　加西市で創業を考えられている方向けの相談窓口を
次の2か所で行っています。
・加西市役所産業振興課（市役所４階）
・加西商工会議所
創業を考えられている方は、お気軽にご相談ください。
【日程】随時
【相談料】無料
【内容】起業相談、融資、事業計画作成等の支援
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南あわじ市商工会　個別相談会

南
あ
わ
じ
市

■南あわじ市商工会
☎0799-42-4721
E-mail： info@m-awaji.jp

　毎週木曜日に、定例の個別相談会を開催いたします。
【日時】9月20日(木)～10月25日(木)　毎週木曜日
【時間】13：00～17：00(相談時間は1人1時間)
※完全予約制で1日定員4名となります。創業希望者や創
業間もない事業者が抱える課題に対し、中小企業診断士
がご相談に応じ、課題解決のサポートをいたします。
【申込方法】参加申込書をＦＡＸまたは郵送、E-mail
詳細は当会ホームページ、ファイスブックでお知らせします。

創業補助金等申請書作成支援

金
融
機
関

■神戸信用金庫
　お客さまサポート部　担当：清水、小曽根
☎078-321-7729

　神戸信用金庫では創業補助金申請書および計画書の
作成支援を無料にて行っております。
　新たなニーズを興し、従業員の雇用を創出できる創業
プランをお持ちのかたは、お気軽にご相談ください。

　詳細お問い合わせは神戸信用金庫お客さまサポート
部まで。

ひめしん無料経営相談所

金
融
機
関

■姫路信用金庫
　事業支援部
☎079-288-1121（代）

●新たに事業を検討中の方、創業間もない方
●経営・財務・販路拡大等の事業に不可欠な経営実務  
へのアドバイスや支援を行っています。

【時　間】平日9：00～15:00
※電話でのご相談は17:00まで可能

【場　所】姫路信用金庫　本店1階お客さまセンタ－
【相談料】無料
詳細は、ホームページか、電話でお問い合わせください。

あましん「土曜創業相談会」

金
融
機
関

■尼崎信用金庫
　事業支援部
☎0120-26-0556

　平日は仕事で忙しく、なかなか創業に関する相談がで
きないというお悩みにお応えするため、尼崎市、尼崎商工
会議所と連携し、毎月第4土曜日に、尼崎市立中央図書館
で「土曜創業相談会」を実施しています。相談会では、当
金庫から派遣する中小企業診断士や尼崎商工会議所の
経営相談員などが、創業に関するご相談に無料で応じて
います。
詳細についてはHPまたは、お電話でお問い合わせ下さい。

宍粟市等と連携した創業支援

金
融
機
関

■西兵庫信用金庫
　企業支援部
☎0790-62-7701

●「創業塾」を開催します。（今年度開催時期未定）
●しそうビジネスサポートにおいて各種相談会を開催
　します。
　【日程】12／13（木）
※詳細については、当庫までお問い合わせください。

金
融
機
関

【創業支援】定例相談のお知らせ
　創業計画書の作り方、資金調達の方法など専門スタッ
フがお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
【日時】毎週木曜9時～16時（事前予約制）
【料金】無料
【申込方法】兵庫県内各支店へご連絡ください。

■日本政策金融公庫
）業事活生民国（ 店支各内県庫兵　

※ホームページの店舗案内をご覧ください。

経営革新計画策定支援

金
融
機
関

■神戸信用金庫
　お客さまサポート部　担当：清水、梅村
☎078-321-7729

　神戸信用金庫では、経営革新計画策定支援を実施して
います。創業時における事業計画をベースにブラッシュ
アップをかけ、適切な数値目標の設定、理念や取り組み内
容の文章化をお手伝い致します。さらに経営革新計画認
定後、ご融資を含めた資金調達についてもご相談させて
いただきます。
　ご費用は無料です。随時受付しておりますので、お気軽
にお問い合わせください。

「創業／事業承継」に関する法律相談

専　

門　

家

■ひまわりほっとダイヤル
☎0570-001-240

　「ひまわりほっとダイヤル（中小企業支援センター）」
は、日本弁護士連合会及び全国52の弁護士会による中
小企業事業者の方のための相談（弁護士紹介）窓口です。
　お電話もしくはオンライン上にて地域の弁護士会へお
申込の上、各弁護士の事務所において、初回面談30分無
料の法律相談を受けていただけます。
「困ったな」と思ったら、まずはお電話ください！



何をどう売るかを考える
　前回は、創業のためのプロセス全体についてお伝えしました。今日は、事業計画の最初のステップとして、「何をどう売るか」

について考えていきます。

　創業するにあたって、どんな事業ならうまくいくのかというのは最大の関心事だと思います。何を誰にどうやって売るの

か、ここがうまく組み立てられていないと、他のことをいくら考えても徒労に終わってしまいます。

今回は事業計画の第一歩である、事業コンセプトの考え方についてご紹介します。

　何より大切なのは、「ニーズがあって競合に勝てる」事業にすることです。そのためにまず、次の3つの条件を満たせる事業の

テーマを探します。事業のテーマとは、ここでは「何屋さんをするか」ということだと思ってください。

①自分が提供する商品やサービス(以下商品と呼びます)を欲しいと思うお客さんが一定数以上存在している
こと。つまり一定以上の市場があるということです。
②その人たちが、他社の商品ではなく自分の商品を選んでくれる理由を作り出せる余地があること。いくら
市場が大きくても、あまりにも強い競合が乱立している場合は、難易度が高い事業になります。
③選んでもらうために、強みを活かして優位性が作れること。競合他社もお客さんに選んでもらえるよう工
夫を凝らしているわけですから、強みをうまく活かさないと魅力を作ることが困難になります。

　優位性を考えるときは、商品自身の魅力、販売する力、価格競争力それぞれで自分の強みが活かせるやり方があるか考えて

みるといいでしょう。少なくとも1つ以上、できれば2つは自分の強みを活かせるテーマを選びたいものです。例えばワインに

ついてとても詳しくて美味しいワインを選ぶことができる、という強みがある場合、接客経験豊富で人と話すことが好きなら

ば、ワインを中心とした飲食店や小売店を、ネットショップ運営の業務経験があって文章が得意ならネットショップでの販売

を、まずは検討してみるということです。

　そのようなテーマを探すためには、お客さんのニーズや、競合の状況、自分の強みをしっかり調べて分析する必要がありま

す。街で観察をしたり、インターネットで調べたり、ターゲットに近い人にヒアリングやアンケートをとったりして調べます。

　テーマが決まったら、事業コンセプトを具体化していきます。

お客さんのニーズがあって、自分ならできそうで、競合はあまりできてないことはなんでしょうか？業界でトップになること

は難しくても、特定の地域や特定のお客さんには、もしくは特定のシチュエーションなら、一番選んでもらえるようにする方

法なら、比較的考えやすいと思います。

　「ニーズがあって競合に勝てる」ことを意識しながら、次の３つを考えて、「お客さんがハッピーになるストーリー」を完成さ

せます。

①どんな人、もしくはどんなシチュエーションの人が、どんなニーズを持っているか。（ターゲットとそのニーズ）
②そのニーズを満たすために、どんな商品やサービスを提供するか。またそれができる根拠があるか。(提供物)
③お客さんがあなたの商品を利用したとき、どんないいことがあるか。（ベネフィット）

　事業計画を立てるとき、利益の出るビジネスモデルや、お客さん

を集められるプロモーション、安定的に供給できる体制なども気

になるところです。しかし、事業コンセプトがきちんとできていな

いと、他の要素をいくら考えてもあとから崩れてきてしまいます。

　まずは腰を据えて、事業コンセプトをしっかり作り込んでみま

しょう。

兵庫県中小企業診断士協会
中小企業診断士 箕作 千佐子
PLAN－C代表/株式会社ビズストーム代表取締役
SOHOプラザ　起業支援相談員　http://www.soho-plaza.com/

1　勝てる事業のテーマを探す

2　事業コンセプトをつくる

第2回

Fo
un

dat
ion

ワンポイント情報
専門家が教える
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役立つ情報満載！
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銀行による事業承継サポートとは？

状況に応じたご提案で、スムーズな承継へ導く

みなと銀行コンサルティング営業部
TEL／078-331-8231（M&A直通）
住所／神戸市中央区三宮町2-1-1

　代表者の高齢化による企業の廃業が相次ぐ昨今。廃業

は、社員の再雇用、取引先への影響など、多くの問題を引

き起こします。それを回避し、スムーズに事業承継を行う

ためには、公私の機関によるサポートが不可欠。ここでは

その専属部署を作り、M&Aのマッチングや資産分配な

ど、様々な面でサポートを行うみなと銀行コンサルティ

ング営業部のご担当者に話を聞きました。

―事業承継において、みなと銀行

が果たされている役割とは。

芦森／当社は平成13年からM&A
や事業承継のお手伝いをはじめ、

今年4月、Ｍ＆Ａ・事業承継・資産

承継の専門チームとしてコンサ

ルティング営業部を設置しまし

た。Ｍ＆Ａチームは後継者不在の

企業に対し、友好的な引継先を見

つけます。事業承継チームは、後

継者がいるがまだその時期では

ないという企業、後継者が決まっ

ていない企業などに、「どうやっ

たら円滑に事業承継できるか」を

ご提案しています。承継相手も親族、社員の場合など様々ですか

ら、家族構成や株主構成などをお聞きしながら、どのような課題

が出てくるか、シミュレーションするところから始めるのです。

承継や相続は本当に繊細な問題で、きちんと話し合いをしない

ままに代表の方が亡くなってしまうと大きな問題になる可能性

が高いです。そうなる前に、円滑な承継方法や財産の移譲、遺言

等について、アドバイスをさせていただいています。

―実際には、どのようなケースがあるのでしょう。

芦森／例えば子供が3人いて、一人は継ぐがあとの2人は継がな
い、でも株はみんな持っているという場合。株を法人で買い集め

ておかないと後々問題になる可能性があります。社長の個人資

産や本社の土地建物などの分配も重要ですね。また、これは具体

的な事例ですが、兄弟経営の企業でお1人が亡くなって、その息

子さんが事業を承継。甥と伯父が株を50%ずつ持ったけれど、

その二人が喧嘩別れをしてしまい、甥御さんが株を持ったまま

出て行ってしまったケースがあります。結果、会社の決め事に

過半数の賛同が得られなくなり困っておられたので、弊社のグ

ループ会社のファンドを活用し、買い取りのお手伝いをさせて

いただきました。

―具体的に事業承継において利用できる商品や制度を教えて

ください。

芦森／例えば、持株会社や後継者個人での株式買取資金のご融
資として「のぼり」という商品があります。　最長35年という長

期での取組や一部を期日一括返済にするなど、後継者の方にあ

まり負担がかからないよう柔軟な返済方法で取組むことが可

能です。また信託を活用して自社株だけは継ぐ人を決めるよう

な商品もあります。ほかにもいろいろな商品や制度があります

が、多くの場合1つでは済まず、複合的に利用する必要がありま

す。ですから株主構成や状況を詳細に把握した上で、最適な対

処法をご一緒に考えていく形になりますね。

―事業承継において重要なことは。

芦森／多額の資金や権限が動きますので、残念ながらみなさん
がご自身の権利を主張して揉め事になるケースが多くありま

す。そうなる前に、いろんな方の目線で物事を見て、バランスの

取れた落としどころを考えることが大切だと思います。ある程

度、お金がかかるという覚悟も必要ですね。お金をかけても、み

なさんが納得する結論に導いておけば、後々スムーズに事業が

進められますので。あとは、早めの準備も重要です。ご高齢でも

「社長を辞めたくない」と準備を始められない方も多いのです

が、適切な時期に初めておかないと金銭的な損失も生まれま

す。そういったことも含め、私達からももっと広く重要性を伝

えていきたいと思っています。

一社一社の株主構成や状況に合わせて、オーダーメイドで作成するご提案書

各線三宮駅から徒歩圏内と、利便性の高い立地にあるみなと銀行本店

みなと銀行
コンサルティング営業部
（M&A/事業承継）
主任調査役　芦森 健明さん
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先輩事業承継者の体験記あなたに
エール

金融機関の協力を得た承継で
対外的な信用や資金も確保

好調な業績ゆえに
譲渡の際の資金負担が問題に
　神戸市兵庫区を拠点に、ビルや店舗の

電気設備、電話、TVなどを含めた設備工

事を行っている太昭電設㈱は、現会長で

ある川井昭爾さんが2016年11月に社長

を退任。右腕的存在であった岡田敏男さ

んが代表取締役に就任しました。同社は

昭和55年に創業、川井さんが一代で築い

た会社でしたが、親族に承継しなかった

のは、「従業員に継がせて、今後も従業員

の生活を守るために存続して欲しい」と

いう想いから。ただし太昭電設㈱は好業

績により企業価値（＝株式の評価額）が

高くなることから、岡田さんへの株式の

譲渡には多額の資金負担が発生する状

況でした。そこで、みなと銀行のグルー

プ会社であるみなとキャピタルに相談

がもちかけられたのです。

グループ会社を持株会社に
そこを承継することで負担を軽減
　みなとキャピタルの助言で、まずは補修工事を専門に行って

いるグループ会社であり、自社建物を保有する(有)太昭を持株

会社とし、好業績の太昭電設㈱をその子会社化することに。次

に、(有)太昭が各株主から太昭電設㈱の株を100％購入し、その

株を社長、会長、従業員の一部で分ける形にすることで、円滑な

株式譲渡が実現しました。またその際の購入資金の一部を、み

なとキャピタルの事業承継専門のファンド商品「みなとビジネ

スリレーファンド2号」を利用して調達し、最終的に買い戻す形

にすることで、事業承継に必要な資本への対策並びに、対外的

に信用を与えるPR材料にも。これら一連の流れは約半年前か

ら準備が行われ、決算が行われる9月末を前にした、2017年9

月に株の譲渡が完了。当時76歳を迎えていた会長の川井さん

は、「社会的な信用の下でスムーズに継承でき、お取引先にも

理解いただけたので、みなと銀行さんとみなとキャピタルさ

んに非常に感謝しています」と語りました。さらに、新たに代

表取締役に就任した岡田さんは、「サラリーマンから経営者に

なり、視点や物の考え方も大きく変わりました。今後の課題は

従業員教育です。協力してくれる社員と一緒に人を育て、会社

をより良く、もっと大きくしていきたいですね」と今後の抱負

を語ってくれました。

ビルの設計図を見ながら、電気設備の配置場所などを設計していく
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「社会的な信用の下で出費を抑えてスムーズに継承でき、お取引先にも理解いただけた」と語る会長の
川井昭爾さんと、代表取締役に就任した岡田敏男さん

太昭電設株式会社
会長　川井　昭爾
代表取締役社長
　　　岡田　敏男
（電気、空調、換気設備工事）
2017年9月事業承継

神戸市兵庫区西多聞通1-3-20
☎078-575-8885（代表）
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補助金情報

役立つ情報満載！
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資金調達情報

役立つ情報満載！

事業
承継

川西市　商店街事業承継支援事業

川　

西　

市

■川西市
　産業振興課
☎072-740-1162

　川西市では、商店街が策定した活性化プラン等に基づ
く店舗等に係る事業の承継に対して、申請により補助金を
交付します。
◆商店街事業承継支援事業
【補助限度額】20万円　　　
【対象者】事業譲渡者
【補助率】3分の1　【補助期間】1年
※(公財)ひょうご産業活性化センターの助成金と随伴補助。

事業承継・M＆A保証「リレー」
支
援
機
関（
県
全
域
）

■兵庫県信用保証協会　各事務所・支所
　（各事務所・支所の連絡先は当協会ホームページでご確認ください。）
☎078-393-3900（代表）

　事業承継に係る多様な資金需要に保証料率を割引して対応。
保証期間も最長20年に設定でき、余裕ある返済計画が可能。
【対象】①事業承継計画を策定している、または事業承継後の
中小企業 ②被事業承継会社から発行済議決権株式取得による
Ｍ＆Ａでの事業承継計画を策定している中小企業 ③事業承継
のために設立した持株会社（純粋持株会社、事業持株会社）
　その他条件等がありますので、詳細についてはＨＰをご覧い
ただくか、お近くの事務所・支所にお問い合わせください。

兵庫県中小企業融資制度　経営革新貸付

兵　

庫　

県

　事業継続が困難となっている者から事業譲渡等により
円満に事業を取得する方を対象とした貸付です。
※「法の認定を受けた中小企業事業者」の代表者個人も対象

◆経営革新貸付－事業承継
【限度額】1億円　【利率】0.70％
【期間】10年以内（据置期間2年以内）
※原則、信用保証協会の保証が必要
詳細は、兵庫県ホームページまたはお電話でご確認ください。

■兵庫県
　地域金融室
☎078-362-3321

こうべしんきんステップアップファンド

金
融
機
関

■神戸信用金庫
　お客さまサポート部　担当：清水、梅村
☎078-321-7729

　神戸信用金庫では株式公開を目標とせず、地元で新たな
需要や雇用の創出を目指す事業継承予定の中小企業者さ
まに、事業承継を契機とした経営革新等を幅広くサポート
すべく、フューチャーベンチャーキャピタル株式会社との提
携により地方創生ファンドを組成し応援を行っております。
【投資方法】エクイティファイナンス、社債
お申込は随時受け付けしております。詳細お問い合わせは
神戸信用金庫お客さまサポート部まで。

事業業事業

中小企業者支援融資利子補給金交付事業

佐　

用　

町

■佐用町役場
　商工観光課
☎0790-82-0670

　佐用町内の新規創業や経営革新、事業継承などに取り組
む事業者を支援するため、一定の要件を満たす融資利子の
一部を補給する制度です。交付対象は下記のとおりです。
・借入日直近の決算の売上高もしくは、直近3ヶ月間の売上
高が前年と比べ減少している事業者　
・借入日直近の営業利益が、前年と比べ減少していること
・新規創業や、事業継承を行った事業者　など
詳しくは町商工会0790-82‐2218へお問い合わせください。
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事業承継・集約・活性化支援資金

金
融
機
関

■日本政策金融公庫
　神戸支店 (中小企業事業)
☎078-362-5961

　事業を承継するみなさまの事業資金の支援をしていま
す。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。
【融資限度額】 （中小企業事業）
直接貸付　7億2000万円
【返済期間】
設備資金 20年以内（うち据置期間2年以内）
運転資金　7年以内（うち据置期間2年以内）

事業承継・集約・活性化支援資金

金
融
機
関

■日本政策金融公庫
　事業資金相談ダイヤル
☎0120-154-505

　事業を承継するみなさまの事業資金の支援をしていま
す。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。
【融資限度額】  （国民生活事業）
7,200万円（うち運転資金4,800万円）
【返済期間】
設備資金 20年以内（うち据置期間2年以内）
運転資金　7年以内（うち据置期間2年以内）

事業業事業事

後継者育成塾

西　

宮　

市

■西宮商工会議所
　経営支援課　金谷
☎0798-33-1257

　西宮商工会議所では、後継者育成塾を開催いたします。
【日程】8/21（火）、9/4（火）、9/11（火）、9/18（火）
【時間】14：00～16：00
【場所】西宮商工会議所
【参加費】5,000円
【内容】後継者としての心構え、経営者として必要な能力
育成、後継者同士のネットワークの構築　等
【講師】大島康義氏

事業承継支援貸付

金
融
機
関

■商工中金　神戸支店
☎078-391-7581

【対象者】事業を承継する後継者個人。円滑な事業承継に
取り組む会社。後継者不在などにより事業の継続が困難な
者からの事業を承継する会社。
【対象資金】事業承継、M&Aなどに伴う事業の継続、拡大の
ための株式取得資金。既存事業の拡大や新分野進出のた
め、後継者不在の事業を取得するための事業譲受資金。そ
の他納税資金や退職資金など、円滑な事業承継に取り組む
ために必要な資金。(ご融資には所定の審査があります)

神戸・後継者育成塾2018

神　

戸　

市

■神戸商工会議所
　経営支援センター
☎078-367-2010

　神戸商工会議所では後継者や後継候補者、事業承継後
間もない代表者を対象に、経営に関する知識の習得や経
営者としての心構え等を学ぶシリーズ形式のセミナーを
開催する予定です。
【実施時期】平成30年10月～12月
【対象】神戸市内の中小企業の後継者、後継候補者等
【会場】神戸市産業振興センター
【内容】経営者の心構え、財務、販路開拓、事業戦略等
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経営者向け事業承継セミナー

加　

東　

市

■加東市商工会
　経営支援課　担当 ： 柳
☎0795-42-0253

　事業承継や世代交代の岐路にいる会員事業所の経営
者に向けて事業承継セミナーを開催します。
【日時】10/19（金）　13：30～16：00
【会場】加東市商工会館
●事業承継、世代交代に向けての４つのステップ
●フローチャートで分かる事業承継に向けての現状把握
●事業承継に向けての準備について　他
申込や詳細は加東市商工会ホームページで確認してください。

かとう後継者・若手経営者塾

加　

東　

市

■加東市商工会・加東市商工会青年部
☎0795-42-0253

　加東市内または加東市在住の後継者のめどが立ってい
る事業所の後継者や事業承継間もない経営者、及び若手
経営者を対象にかとう後継者・若手経営者塾を開催します。
【日時】9/10（月）　決算書と管理会計
　　　9/19（水）　マーケティング
【会場】加東市商工会館
※全４回中２回は実施しております
申込や詳細は加東市商工会ホームページか加東市商工会青年部
ホームページで確認してください。

2018事業承継セミナー

多　

可　

町

■多可町商工会
☎0795-32-2161

　金融機関と連携し、事業承継計画の策定を目指すセミ
ナーの開催及び個別相談会を実施。
【日程】10月中旬頃（調整中）
【場所】多可町商工会館2F会議室
【定員】15名（先着順）　
【参加費】無料
詳細は、後日当会ホームページに掲載予定。

事業承継セミナー

太　

子　

町

■太子町商工会
☎079-277-2566

　事業承継税制の改正、事業承継計画の立て方、後継者育成な
ど具体的な課題への対策を学ぶ事業承継セミナーを開催します。
【日程】9/18（火） 9/25（火） 10/1（月）
14:00～17：00（全3回）　【場所】太子町商工会館　
【申込方法】申込書をファックス、メール、郵送で
【締切】9/5（水）まで【参加費】無料
【特典】決算書無料診断、自社株価の簡易算定あり
詳細はホームページまたはお電話でお問い合わせください

事業承継セミナー

明　

石　

市

■明石商工会議所　
　中小企業相談所
☎078-911-1331　FAX 078-911-6738

【内容】事業承継を考えている経営者や後継者等を対象
とした事業承継セミナーを開催します
【日程】未定（平成31年1月～2月頃　開催予定）
【場所】明石商工会議所　　
【定員】20名（先着順）　会員でない方も参加可能
【参加費】無料
【申込方法】参加申込書をＦＡＸまたは郵送で
詳細はホームページまたはお電話でご確認をお願いします
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プッシュ型事業承継支援高度化事業

国

■地域事務局（兵庫県）
　公益財団法人ひょうご産業活性化センター
☎078-977-9123

　早期・計画的な事業承継準備に対する経営者の「気付
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かな支援を実施します。
　全国事務局は、株式会社パソナが担当し、各都道府県
に地域事務局を設置します。
　兵庫県は（公財）ひょうご産業活性化センターが事務局
です。

経営アドバイス

国

■中小機構　近畿
☎06-6264-8613

・事業承継を含む経営上の相談について、経営コンサル
タントや実務家など、経験豊富なアドバイザーが対面で
アドバイスいたします。

【時間】平日9：00～17：00（年末年始除く）
※ご相談は予約制です。事前にお電話ください。

【場所】中小機構近畿（大阪市中央区安土町2-3-13）
【相談料】無料
詳細は、ホームページか、電話でお問い合わせください。

土曜・平日夜間相談
支
援
機
関（
県
全
域
）

■兵庫県信用保証協会　お客様総合相談室
　（中小企業融資よろず相談窓口）
☎078-393-3905

　事業承継をはじめ、あらゆる相談に無料でお応えします
【土曜相談】下記日程の10：00～17：00
　　　　　神戸：10/6、1/12
　　　　　阪神・但馬・加古川：11/10、2/2
　　　　　姫路・淡路・西脇：12/8、3/2
【平日夜間相談】
原則、すべての営業日の17：00～19：00
※いずれも事前予約制。電話、当協会ＨＰから予約を。

兵庫県事業引継ぎ支援センター
支
援
機
関（
県
全
域
）

■兵庫県事業引継ぎ支援センター
　（神戸商工会議所経営支援センター内）
☎078-367-2010

　後継者不在などで、事業の存続の悩みを抱える中小企
業・小規模事業者の方の相談に対応する公的な相談窓口
です。
　守秘義務を厳守し、親族内・従業員承継や第三者承継
の相談に対応いたします。
【対象】兵庫県内の中小企業・小規模事業者の方
【相談料】無料（専門家報酬やM&A手数料は別途負担）
相談は予約制（Webサイト等からお申込みください）

兵庫県事業承継ネットワークがスタート
支
援
機
関（
県
全
域
）

■公益財団法人
　ひょうご産業活性化センター
☎078-977-9123

　6月1日、82の構成機関による「兵庫県事業承継ネットワー
ク」を立ち上げました。現在、支援ブロックの設定、ブロック
コーディネーターの配置、専門家派遣制度の整備など、県下
中小企業の円滑な事業承継に向けての環境整備に取り組ん
でいるところです。また、ネットワーク構成機関が実施される
自職員や事業者向けセミナーに対しても、共催として経費負
担の軽減を図るなど、構成機関の皆様が使いやすい環境の
整備に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

事業事業業業事業事事

兵庫県中央会　経営相談窓口開設
支
援
機
関（
県
全
域
）

■兵庫県中小企業団体中央会
　経営相談室
☎078-331-0580

　あらゆる経営の相談について専門家（中小企業診断
士、社会保険労務士等）による窓口相談を実施していま
す。お気軽にご利用ください。
【相談日】毎週月曜日、木曜日、金曜日9：00～17：00
【対象者】中小企業者、組合等
【相談料】無料
※相談は、事前予約制となっております。ホームページもしくは、お電
　話でお問い合わせください。
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事業承継補助金等申請書作成支援ご案内

金
融
機
関

■神戸信用金庫
　お客さまサポート部　担当：清水、梅村
☎078-321-7729

　神戸信用金庫では事業承継補助金申請書の作成のご
支援を行っております。事業承継を契機とした新たな取り
組みや機械装置・クラウドソフト等の設備投資の実施等、
計画ならびに申請書ご作成の際にぜひご相談ください。
　ご費用無料です。

詳細お問い合わせは神戸信用金庫お客さまサポート部まで。

ひめしん無料経営相談所

金
融
機
関

■姫路信用金庫
　事業支援部　事業支援G
☎079-288-1121

・後継者がいない。この先どうすればよいのか？
・Ｍ＆Ａなど事業の売却を考えているが、方法が分からない
上記以外の悩みでも、当経営相談所にご相談ください。
【時　間】平日9：00～15:00
※電話でのご相談は17:00まで可能

【場　所】姫路信用金庫　本店1階お客さまセンタ－
【相談料】無料（専門家報酬やＭ＆Ａ手数料は別途負担）
詳細は、ホームページか、電話でお問い合わせください。

事業業業事業

事業承継に関する専門家派遣制度

金
融
機
関

■日新信用金庫
　審査部ソリューション事業室
☎078-912-4569

　当金庫の担当者と中小企業基盤整備機構が派遣する
中小企業診断士等の専門家が企業を訪問し、事業承継計
画書の策定を支援します。企業の経営者および後継者の
方と話し合いながら事業承継に関する課題の整理と共有
を行い、事業承継計画書を作成いただきます。
　事業承継にあたり、「何から取り組めばよいかわからな
い」等お悩みの方は是非お気軽にご相談ください。
詳細はお近くのにっしん窓口まで。

「創業／事業承継」に関する法律相談

専　

門　

家

■ひまわりほっとダイヤル
☎0570-001-240

　「ひまわりほっとダイヤル（中小企業支援センター）」
は、日本弁護士連合会及び全国52の弁護士会による中
小企業事業者の方のための相談（弁護士紹介）窓口です。
　お電話もしくはオンライン上にて地域の弁護士会へお
申込の上、各弁護士の事務所において、初回面談30分無
料の法律相談を受けていただけます。
「困ったな」と思ったら、まずはお電話ください！

事業承継のための「企業診断」

尼　

崎　

市

■尼崎市
　地域産業課
☎06-6430-9750

　尼崎市では、すべての企業が避けて通れない課題であ
る「事業承継」を円滑に進めていくため、行政・産業支援機
関・金融機関・専門家等が連携し、オール尼崎の体制で、
支援してまいります。
　まずは、事業承継に向け、専門家による中小企業の皆様
の現状と課題に対する「企業診断」を無料で実施いたしま
すのでお気軽にご利用ください。

事業承継専門家派遣

金
融
機
関

■神戸信用金庫
　お客さまサポート部　担当：清水、梅村
☎078-321-7729

　神戸信用金庫では外部専門機関と連携し、事業承継に
係る様々なサポートを実施しております。株式の移転等、
事業承継スキームの構築や、後継者の意識改革、Ｍ＆Ａに
よる事業再編、税務相談などお客さまに合った解決策を
ご提案致します。
　ご費用は無料です。ぜひご活用ください。

詳細お問い合わせは神戸信用金庫お客さまサポート部まで。

【事業承継】個別相談会
支
援
機
関（
県
全
域
）

■兵庫県よろず支援拠点
☎078-977-9085

　経営者・後継者等を対象に個別相談を随時受け付けて
います。
【相談日時】平日9:00～17：00　【申込方法】電話にて予約
【費用】何度でも無料！（相談時間は1回につき1時間）
【場所】神戸市中央区東川崎町1-8-4　産振センター1階
【サテライト相談会場】淡路県民局、但馬技術大学校
朝来市役所、宍粟防災センター、中播磨県民センター
尼崎市中小企業センター、西宮商工会議所

事業承継で後継者を目指しませんか！

神　

戸　

市

■公益財団法人　神戸市産業振興財団
　100年経営支援事業担当
☎078-360-3220

　起業の夢をかなえる選択肢の一つとして、後継者がいない
会社や事業を継いで、経営者を目指す方法があります。
後継者不在の中小企業と創業を目指す起業家をマッチング支
援し、地域企業の存続、経済活性化、雇用の維持を図ります。
【対象】独立・起業を目指す方
【申込方法】電話、ホームページにて受け付けしています。
受付後、面談によるヒアリングをさせて頂き登録致します。
詳細はお問合せ下さい。
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事業承継の基本的な方法

　事業承継は、①親族内への承継、②従業員等への承継、③第三者への承継（Ｍ＆Ａ）という３つの方法に分けるこ

とができます。各承継方法のメリット・デメリットは下表のとおりです。後継者候補等の関係者との意思疎通を十分に

行い、承継方法と後継者を確定しましょう。

　働き方改革が進められ、従業員であれば守ってもらえる社会になる中で、高いリスクを負い、従業員と比べると規制

等で守ってもらえる範囲の小さい中小企業の経営者を目指す人材は限られてくる可能性があります。また、優秀な人材

にはオファーが集中したり、引き抜かれたりする事も考えられ、今後ますます後継者の確保は難しくなると予想されま

す。これからは親族内や社内従業員にこだわらず、親族外、第三者への承継を視野に入れた事業承継対策を行ってい

く必要があると言えるでしょう。

　近年、親族内承継の比率が

下がってきています。

親族内承継が減少している要

因としては、子や孫はいても既

に他社に就職しているなどで、

継ぐつもりがなかったり、そも

そも子が存在しなかったりする

ほか、現経営者側が経営能力

を重視して後継者として子を選

ばないケースが増えていると考

えられます。

ワンポイント情報
専門家が教える

公認会計士　　　

　　畑山  直久

承継方法 メリット デメリット

①親族内
　への承継 

②従業員等
　への承継 

③第三者
　への承継
　（M&A） 

一般的に、内外の関係者から心情的に受け 
入れられやすい。 

親族内に、経営の資質と意欲を併せ持つ後 
継者候補がいるとは限らない。 

相続人が複数いる場合、後継者の決定・経営
権の集中が難しい。（後継者以外の相続人へ
の配慮が必要）

親族内承継の場合以上に、後継者候補が経 
営への強い意志を有していることが重要と
なるが、適任者がいないおそれがある。 

後継者候補に株式取得等の資金力が無い場
合が多い。 

個人債務保証の引き継ぎ等に問題が多い。 

希望の条件（従業員の雇用、価格等）を満た 
す買い手を見つけるのが困難である。 

経営の一体性を保つのが困難である。 

後継者を早期に決定し、後継者教育等のた
めの長期の準備期間を確保することも可能。 

相続等により財産や株式を後継者に移転で
きるため、所有と経営の分離を回避できる可 
能性が高い。

親族内だけでなく、会社の内外から広く候補
者を求めることができる。 

特に社内で長期間勤務している従業員に承
継する場合は、経営の一体性を保ちやすい。

身近に後継者に適任な者がいない場合でも、
広く候補者を外部に求めることができる。 

現経営者が会社売却の利益を獲得できる。 

   出典：中小企業庁ウェブサイト（http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei20/index.htm）
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兵庫県地域支援金融会議 構成機関

経営支援機関

●(公財 ) ひょうご産業活性化センター
●兵庫県商工会議所連合会（神戸商工会議所）
●兵庫県商工会連合会
●兵庫県中小企業団体中央会

中小企業再生支援協議会・地域経済活性化支援機構

●兵庫県中小企業再生支援協議会
●地域経済活性化支援機構

専門家団体

●(一社 ) 兵庫県中小企業診断士協会
●兵庫県弁護士会
●日本公認会計士協会兵庫会
●近畿税理士会

政府系金融機関

●商工組合中央金庫 神戸支店

●日本政策金融公庫 神戸支店  中小企業事業
国民生活事業

金融機関

●三井住友銀行 ●但馬銀行 ●みなと銀行
●神戸信用金庫 ●姫路信用金庫 ●播州信用金庫
●兵庫信用金庫 ●尼崎信用金庫 ●日新信用金庫
●淡路信用金庫 ●但馬信用金庫 ●西兵庫信用金庫
●中兵庫信用金庫 ●但陽信用金庫 ●兵庫県信用組合
●淡陽信用組合 （※ご相談等は、お近くの店舗窓口へ）

金融団体

●(一社 ) 神戸銀行協会
●(一社 ) 兵庫県信用金庫協会
●(一社 ) 兵庫県信用組合協会
●信金中央金庫 神戸支店

行政機関

●近畿経済産業局
●近畿財務局 神戸財務事務所
●兵庫県 産業労働部地域金融室

信用保証協会

●兵庫県信用保証協会

《兵庫県地域支援金融会議　事務局》
兵庫県信用保証協会 経営支援室　☎078－393－4024 30総企－034

平成30年9月発行
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