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“創業支援”の利点と魅力

兵庫県信用保証協会スタッフに聞く

　創業を考えている方は多くいらっしゃって

も、私達信用保証協会の存在や創業支援を行っ

ていること、その支援内容などについてご存知

の方はまだ少ないのではないでしょうか。そこ

でここでは、実際に支援に携わる担当者に、そ

の利点や相談方法について聞きました。

資金面以外や創業後のサポートも
幅広く、女性やシニア、30才未満に
お得な支援も
―まず、「信用保証協会」とはどのような団体なので

しょうか。

高木／中小企業・小規模
事業者の方が金融機関か

ら事業に必要なお金を借

りる際に、保証人となっ

てお金が借りやすくなる

ようサポートをする公的機関です。

―その中で特に、「創業支援」とはど

のようなものですか。

鳥越／創業の際に必要となる設備
資金や運転資金について、当協会が

保証人になり、自己資金に＋αのご

融資を金融機関から調達いただけます。また資金面だけでなく、

外部専門家と協力して創業を支援することも可能です。

高木／現在、創業する方または創業後5年未満の方が信用保証を
ご利用いただく場合、保証料率が通常1.0％のところ0.6％に割引

するキャンペーンをしていますし、「チャレンジ支援」として、女

性、30才未満の若い方、55才以上のシニアの方にはさらに割引さ

れ、保証料率が0.5％になるキャンペーンも行っていますので、

お得にご利用いただけますよ。

―具体的にはどのようなご相談が多いですか。

鳥越／「まだ具体的には着手していないけれど、創業計画を見て
欲しい」という方や「内装や什器等の設備資金に加え運転資金を

含めて相談したい」という方など、業種はもちろん、その内容も

状況も様々です。また創業して終わりではなく、追加資金や専

門家派遣など、創業後の経営のお力にもなれます。

高木／相談は無料ですし、ぜひなんでもお尋ねいただきたいです。
―創業者に広く知っていただくため、様々なイベントもされて

いるとか。

鳥越／年に1～2回「創業フェア」や、
「女性創業セミナー」なども行って

います。イベントでは、先輩創業者

による講演や、創業者同士の交流が

行われるので、創業を考えておられ

る方にはおすすめです。イベントの

情報はホームページ（hosyokyokai- 

hyogo.or.jp）やメールマガジン、月

一回発行の広報誌「保証時報」など

でもお知らせしています。

―女性に特化した支援もされてい

るとか。

高木／女性創業者の事業内容には、ネイルやエステ、下着関係
など、男性職員には説明が難しいものも多いんです。そういう

方に向けて、兵庫県内にある協会事務所・支所7カ所、全13人の

女性スタッフで「女性企業家支援チーム」を結成して、ご相談に

乗らせていただいています。女性創業者はさきほどお伝えした

「チャレンジ支援」の対象になり、保証料率が大変お得ですの

で、その告知もさせていただいています。

―最後に、このお仕事のやりがいを教えてください。

鳥越／お手伝いをした方の店舗や企業が完成したのを見ると、
感慨深いです。創業後などに決算書などを見せていただき、順

調に進んでいると、ご支援できてよかったなと思いますね。

高木／私も、ご相談いただいた企業の事業規模が大きくなられ
たのを見ると、心からやりがいを感じます。これからも多くの

皆様に、ぜひお気軽に足を運んでいただきたいですね。

兵庫県信用保証協会　
神戸事務所は三ノ宮駅から徒歩約8分と便利な立地に。信用保証協会は全国に51ヵ所あり、
地域に密着した支援を行っている

明るく落ち着いた雰囲気の兵庫県信用保証協会のオフィス

兵庫県信用保証協会
経営支援室創業・経営支援課
高木　ひかりさん

兵庫県信用保証協会
神戸事務所保証相談一課
鳥越　雄太さん

Fo
un

dation

03創業｜事業承継 すべての情報 in ひょうご 創業



先輩創業者の体験記
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スイーツやワークショップで
笑顔があふれる店に
夢から目標へ出身地・淡路島の魅力を発信
　兵庫県明石市、山陽電鉄本線林崎松江海岸前駅から徒歩4分、県道

718号線沿いにパティスリー＆カフェを開業した、髙見さん。淡路島

出身者だからこそ知るおいしい農作物を発信し、食育や地産地消に

貢献したいと考えています。講師、接客、Web制作・管理、マーケティ

ングの具現化などを経て、開業準備へ突入。８年越しの思いを実現

するためプロデュースの勉強や必要な資格取得もしました。

大切にしてきた縁がつながり
開業計画が一気に具体化
　友人から教わった、ひょうご産業活性化センター内の「兵庫県よろず支援拠

点」（無料相談）で、事業計画書のブラッシュアップ、助成金・補助金・セミナーな

どの情報を入手しました。兵庫県信用保証協会主催「第２回女性創業セミナー」

では、女性支援制度の手厚さを実感。その後、日本政策金融公庫や兵庫県信用保

証協会の保証制度を利用した民間の金融機関の

融資を利用しました。「ビジネスパートナーの

フードクリエイター（シェフパティシエ）や必要

な情報との出会いはいろんなご縁のおかげ」と感

謝の気持ちでいっぱいの高見さんは、笑顔の絶

えない地域密着店をめざします。

Drop on in
（ドロップ・オン・イン）
代表／ディレクター　髙見　美恵
（洋菓子製造・販売、カフェ）
2017年12月15日開業

兵庫県明石市南貴崎町1-7
☎078-923-4010

天然木のよさを伝える
家具職人になる夢を実現
実直な人柄と堅実な判断で
周囲の人やチャンスを味方に
　兵庫県の西南部にあるたつの市で創業した、山本淳生さん。家具の設計や製

造に携わるうちに「天然木を使った家具を自身の手で作りたい」という思いが

募り、7年かけて準備しました。「借地の予定でしたが、将来的なメリットを考え

て土地を取得しました」と、山本さんは、広さ30坪のプレハブの工房を建築。そ

こに以前あった草が絡みつく蔵の佇まいに歴史を感じ、工房名に「蒼」を付けま

した。その蔵のように家具も長く使われるよう願いを込めています。

社会的信用がない創業時こそ
創業支援関連の制度を上手に活用
　資金調達の際、公的制度を利用しました。必要額

の半分に相当する初期費用は、貯蓄とたつの市の補

助金（返済不要）で対応。残りは運転資金で、兵庫県

信用保証協会の保証制度を利用して「平成28年度 

兵庫県中小企業融資制度 新規開業貸付」を借りま

した。「補助金申請時の事業計画のブラッシュアッ

プが功を奏しました」という山本さんは、担保がな

い創業時に、融資を利用するには事業計画の精度が

重要だと実感しています。

蒼ファクトリー
代表　山本 淳生　
（注文家具の企画・製造・販売）
2017年4月1日開業

兵庫県たつの市新宮町福栖332
☎080-3034-5449

あお

家具製造に必要な複数の機材を使いこなしながら、
注文家具の製造に勤しむ

手塗りの珪藻土の壁、陶芸作品、ハンモックチェアなど好きなものを集結した、
2階のカフェ空間

作業場に置いている椅子も、
山本さんの手作り

あなたに
エール

生菓子のほか、コンフィチュール
や焼き菓子も揃える。
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補助金情報

役立つ情報満載！

創業

若手・女性・シニア起業家支援事業

県

■（公財）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
●https://web.hyogo-iic.ne.
　jp/kigyo

　県内で起業・第二創業を目指す
①若者（35歳未満）②女性③シニア（55歳以上）向けの助
成金
【応募資格】平成29年4月1日～平成31年2月28日に起
業・第二創業した方またはする予定の方
【助成額】助成率2分の1、上限100万円（空き家活用の場
合100万円加算）
【受付期間】4月16日～①7月12日②8月2日③8月9日

ふるさと起業・移転促進事業

県

■（公財）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
●https://web.hyogo-iic.ne.
　jp/kigyo

　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

クリエイティブ起業創出事業

県

■（公財）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
●https://web.hyogo-iic.ne.
　jp/kigyo

　新規性や創造性に富んだビジネスプランを有し、県内
で起業・第二創業を目指す方向けの助成金
【応募資格】平成29年4月1日～平成31年2月28日に起
業・第二創業した方またはする予定の方
【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】6月1日～8月30日

空き店舗整備活用事業補助金
阪　

神（
南・北
）

■西宮市役所
　商工課

☎0798-35-3387
●https://www.nishi.or.jp/

　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）
※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。

空き店舗出店促進事業補助金
阪　

神（
南・北
）

■伊丹市
　商工労働課

☎072-784-8047
●http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/
　TOSHIKATSURYOKU/SYOKORODO/
　shougyoushinnkou/1460686033515.html

　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。
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宝塚市　商店街空き店舗活用事業補助金
阪　

神（
南・北
）

■宝塚市
　商工勤労課

☎0797-77-2011
●http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/
　kanko/1009616/sangyo/1002642/
　1020160/1020161.html

　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1/3以内
　【月額上限２万円又は３万円（1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。
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宝塚市　空き店舗等出店促進補助金
阪　

神（
南・北
）

■宝塚市
　商工勤労課

☎0797-77-2011
●http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/
　kanko/1009616/sangyo/1002642/
　1020160/1020169.html

　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。

川西市　地域交流促進等施設設置・運営支援事業
阪　

神（
南・北
）

■川西市
　産業振興課

☎072-740-1162
●http://www.city.kawanishi.
　hyogo.jp/business/syokogyo/
　1004112/1004115.html

　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　新規出店支援事業
阪　

神（
南・北
）

■川西市
　産業振興課

☎072-740-1162
●http://www.city.kawanishi.
　hyogo.jp/business/syokogyo/
　1004112/1004115.html

　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　商店街空き店舗再生支援事業
阪　

神（
南・北
）

■川西市
　産業振興課

☎072-740-1162
●http://www.city.kawanishi.
　hyogo.jp/business/syokogyo/
　1004112/1004115.html

　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（2年目：75万・3年目：35万）
【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
阪　

神（
南・北
）

■川西市
　産業振興課

☎072-740-1162
●http://www.city.kawanishi.
　hyogo.jp/business/syokogyo/
　1004112/1004115.html

　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

空き店舗リニューアル創業支援補助金
阪　

神（
南・北
）

■三田市産業政策課 ☎079-559-5085（直通）
●http://www.city.sanda.lg.jp/
　sangyou/sangyou/
　sogyoshien/index.html

　市内の空き店舗を活用して事業を開始する創業者を
支援し、地域全体の活性化を図るため、空き店舗の改装
に要する経費に対し、補助金を交付します。
詳細は、三田市産業政策課へお問合せください。

中心市街地空き店舗活用促進補助金

東　

播　

磨

■加古川市
　産業振興課

☎079-427-9756
●http://www.city.kakogawa.
　lg.jp

　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関連事業所振興支援事業補助金

北　

播　

磨

■西脇市
　産業活力再生部
　商工観光課

☎0795-22-3111
●http://www.city.nishiwaki.lg.jp/
　jigyousyamuke/koyou_kigyou/
　sougyou/1445584237852.html

　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）
　　　他条件等がありますので、当市HPまたはお電話で
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三木市起業家支援事業補助金

北　

播　

磨

■三木市　商工振興課
　中小企業サポートセンター

☎0794-82-2000
☎0794-70-8008

　市内で起業又は第二創業をめざす起業家の方に対し、事
業の立ちあげ等に必要な経費の一部に補助金を交付します。
補助金額　対象経費の2分の1に相当する額で限度50万円
申請受付期間　6月中旬～7月中旬予定
女性枠2件、若手枠1件、一般枠1件予定
書面審査、面接等により審査します。
事前に三木市中小企業サポートセンターへの相談後、申
請書にセンターの確認印をもらうことが必要です。

IT関連事業所振興支援事業補助金

北　

播　

磨

■多可町　
　商工観光課　創業担当

☎0795-32-4779
●http://www.takacho.jp/
　sogyo/index.html

　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。

多可町　創業・起業支援補助金

北　

播　

磨

■多可町
　商工観光課　創業担当

☎0795-32-4779
●http://www.takacho.jp/
　sogyo/index.html

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ＵＩ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。

姫路市スタートアップ支援事業補助金

中　

播　

磨

■姫路市役所
　産業振興課

☎079-221-2513
●http://www.city.himeji.lg.
　jp/s60/2212506/_32741/
　_44444.html

　「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のうち、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

中　

播　

磨

■姫路商工会議所
　中小企業相談所

☎079-223-6555
●https://www.himeji-cci.or.jp

　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

中　

播　

磨

■姫路創業ステーション ☎079-223-6557
●http://himeji-sougyou.com/

　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。

創業支援事業

西　

播　

磨

■たつの市役所
　産業部商工振興課

☎0791-64-3158
●http://www.city.tatsuno.lg.jp

　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・改修にかかる経費 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
●応募期間：平成30年4月12日～5月31日
※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。

商店街空き店舗等活用事業補助金

西　

播　

磨

■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。
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佐用町中小企業者創業支援事業

西　

播　

磨

■佐用町役場
　商工観光課

☎0790-82-0670
●http://www.town.sayo.lg.
　jp/cms-sypher/www/info/
　detail.jsp?id=2612

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82-2218へお問い合わせください。

豊岡市定住促進事業補助金

但　
　

馬

■豊岡市役所
　環境経済部
　環境経済課　定住促進係

☎0796-21-9096
●https://tonderu-local.com

　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webサイト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

但　
　

馬

■豊岡市役所　
　環境経済部
　環境経済課　企業支援係

☎0796-23-4480
●http://www.city.toyooka.
　lg.jp

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

豊岡市創業支援事業補助金

但　
　

馬

■豊岡市役所
　環境経済部
　環境経済課　経済政策係

☎0796-23-4480
●http://www.city.toyooka.
　lg.jp

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

豊岡市移住促進支援補助金

但　
　

馬

■豊岡市役所　
　環境経済部
　環境経済課　定住促進係

☎0796-21-9096
●http://www.city.toyooka.
　lg.jp

　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。

豊岡市空き店舗等開業支援事業補助金

但　
　

馬

■豊岡市役所　
　環境経済部
　環境経済課　商工振興係

☎0796-23-4480
●http://www.city.toyooka.
　lg.jp

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。

香美町起業・創業支援事業補助金

但　
　

馬

■香美町役場
　観光商工課

☎0796-36-3355
●http://www.town.mikata-
　kami.lg.jp

　香美町内において、新たに創業を目指す起業家に対し
て、創業にかかる経費の一部を補助します。
　対象者：香美町内に住所を有し、申請日において満20
歳以上で申請後1年以内に創業を行う方で、香美町商工
会が実施する「創業支援セミナー」の全てを受講すること
が必須条件です。
■創業にかかる経費が300万円以上の場合、補助対象経
費の10％を補助。但し、上限は、50万円です。

新温泉町起業支援事業

但　
　

馬

■新温泉町役場
　商工観光課

☎0796-82-5625
●http://www.town.shinonsen.
　hyogo.jp

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。
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Fo
un

dation

Fo
un

dation

資金調達情報

役立つ情報満載！

創業

篠山市起業支援助成金制度について

丹　
　

波

■篠山市農都創造部
　商工観光課

☎079-552-6907
●https://www.city.sasayama.
　hyogo.jp/pc/group/shoukou-
　shinkou/industry/30.html

　定住促進とにぎわいの創造を目的に、市内で新たに起業さ
れる方を対象に、その開業にかかる経費の一部を助成します。
支援の内容…起業地支援…20万円。定住促進地区70万円。
空き家・空き店舗助成や、若者定住ＵＩＪターン、特産振興助成
などにそれぞれ初期投資経費の30％で上限20万円、最大
130万円の助成制度です（但し、開業経費の50％を超えない
額）。商工会での経営指導受講など、必要な手続きや申請方
法、申込締切等詳細については、お気軽に問い合わせ下さい。

新規起業者支援事業補助金

淡　
　

路

■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
●http://www.city.awaji.lg.jp

　淡路市では、商店街等の空き店舗解消、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支援を行っています。
●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。

洲本市女性・若者起業支援事業

淡　
　

路

■洲本市
　産業振興部　商工観光課

☎0799-24-7613
●http://www.city.sumoto.
　hyogo.jp/

　洲本市で起業する「女性」または「若者」に対して、起業
時または起業後に必要な経費の一部を補助します。
【補助率】対象となる経費の2分の1
【補助限度額】50万円
【対象経費】
起業時に必要な事務所等開設費、開設時の備品購入費、
パンフレット等作成にかかる広告宣伝費等
詳しくは洲本市ホームページをご覧ください。

兵庫県中小企業融資制度　新規開業貸付

県

■兵庫県
　地域金融室

☎078-362-3321
●https://web.pref.hyogo.lg.jp/
　sr08/ie05_000000031.html

　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。

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）
●http://www.hosyokyokai-
　hyogo.or.jp

　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】3,500万円
【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。
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中小企業振興融資制度（創業資金）
阪　

神（
南・北
）

■伊丹市
　商工労働課

☎072-784-8047
●http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/
　TOSHIKATSURYOKU/SYOKORODO/
　chuushoukigyouyuushi/1390886353539.html

　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
阪　

神（
南・北
）

■宝塚市
　商工勤労課

☎0797-77-2011
●http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/
　kanko/1009616/sangyo/1002642/
　1002725.html

　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。

宝塚市　起業融資活用者利子補給金
阪　

神（
南・北
）

■宝塚市
　商工勤労課

☎0797-77-2011
●http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/
　kanko/1009616/sangyo/1002642/
　1020160/1020179.html

　宝塚市では、市内で起業しようとする方を支援するため、
宝塚商工会議所が実施する起業家指導の修了者で、（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
阪　

神（
南・北
）

■川西市
　産業振興課

☎072-740-1162
●http://www.city.kawanishi.
　hyogo.jp/business/syokogyo/
　1004109/syokogyo1.html

　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)　

加古川市　創業支援融資制度

東　

播　

磨

■加古川市
　産業振興課

☎079-427-9756
●http://www.city.kakogawa.
　lg.jp

　加古川市では、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。

高砂市創業者支援制度について

東　

播　

磨

■高砂市生活環境部
　環境経済室産業振興課

☎079-443-9030
●http://www.city.takasago.
　lg.jp/index.cfm/
　19,44074,194,949,html

　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。

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）
●http://www.hosyokyokai-
　hyogo.or.jp

　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。

西宮市　起業家支援資金融資制度
阪　

神（
南・北
）

■西宮市役所
　商工課

☎0798-35-3326
●https://www.nishi.or.jp/

　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。
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三木市起業家支援利息補給制度

北　

播　

磨

■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。

信用保証料の助成

中　

播　

磨

■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
●http://www.city.himeji.lg
　.jp/s60/2212506/_9905/_
　43993.html

　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。

赤穂市中小企業経営安定資金融資制度

西　

播　

磨

■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。

太子町　創業者融資保証料補助制度

西　

播　

磨

■太子町
　産業経済課商工観光係

☎079-277-5993
●http://www.town.hyogo-taishi.lg.
　jp/jigyousya/syoukounourinngyou/
　1520390526984.html

　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

但　
　

馬

■豊岡市役所
　環境経済部
　環境経済課　商工振興係

☎0796-23-4480
●http://www.city.toyooka.
　lg.jp

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。

新温泉町中小企業振興資金融資制度

但　
　

馬

■新温泉町役場
　商工観光課

☎0796-82-5625
●http://www.town.shinonsen.
　hyogo.jp

　新温泉町では、町内で新規に創業しようとする方を支
援するたた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

西脇市創業・再挑戦支援資金保証料補給

北　

播　

磨

■西脇市
　産業活力再生部
　商工観光課

☎0795-22-3111
●http://www.city.nishiwaki.lg.jp/
　jigyousyamuke/koyou_kigyou/
　sougyou/1453866001260.html

　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。

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
●http://www.amashin.co.jp

　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。
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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
●http://www.tanshin.co.jp/

　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
●http://www.nakashin.co.jp/

　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
●http://www.nakashin.co.jp/

【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）

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
●http://www.nakashin.co.jp/

【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

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
●https://www.jfc.go.jp/

　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。
詳しくは、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）

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
●http://www.nisshin-shinkin.
　co.jp/

　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。
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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
●http://www.ledkansai.jp/

　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。

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
●http://next-innovation.
　go.jp/

　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を開催を通じて、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。

Fo
un

dation

Fo
un

dation

イベント情報

役立つ情報満載！

創業

「女性創業セミナー」を開催します！
支
援
機
関（
県
全
域
）

■兵庫県信用保証協会
　経営支援室
　女性企業家支援チーム

☎078-393-3910
●http://www.hosyokyokai-
　hyogo.or.jp

　先輩女性創業者や専門家から貴重な経験談やアドバイス
を聞いたり、創業の想いを同じくする女性との交流を通して、
創業に向けた一歩を応援します。創業を目指している方はも
ちろん、創業間もない方も大歓迎。
　想いを同じくする女性同士、トークに花を咲かせませんか？
【開催日時】7月21日（土）　13：30～17：00
【開催場所】起業プラザひょうご
詳細は当協会ホームページまたはお電話でご確認を。

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

ご出展について：☎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）
●http://www.kobemesse.com

　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月6日(木)・7日(金)
【場所】 神戸国際展示場（神戸ポートアイランド）
【出展申込締切日】 5月31日(木)

KOBE創業塾

神　

戸

■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
●http://www.kobe-ipc.or.jp/

　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

KOBE大創業者祭

神　

戸

■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
●http://www.kobe-ipc.or.jp/

　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、個別相談コーナー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月中旬
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託児付き　女性創業塾
阪　

神（
南・北
）

■伊丹市立産業・
　情報センター

☎072-773-5007
●http://www.meditam.org/

　創業を志す方や興味をお持ちの女性のための創業塾を開催。
　創業に必要な知識やノウハウ、ビジネスプランの作成につい
て学びます。
【日程】7月27日（金）、8月3日（金）の全2日
【場所】伊丹市立産業・情報センター
【定員】30名（先着順）　【参加費】1,000円（税込）
【申込方法】電話・FAX・HP
詳細は、当所ホームページまたはお電話でご確認を。

西宮起業塾2018
阪　

神（
南・北
）

■西宮商工会議所
　地域振興課

☎0798-33-1258
●https://n-cci.or.jp/

　西宮市内で具体的に起業を予定している方等を対象
に、経営・財務・マーケティング等の理論を学び、各参加者
が事業計画書を作成することで、スムーズな起業を図る
ことを目的としています。
【日程】8～9月頃　全5回
【参加費】無料
【参加者】20名程度　申込書の内容で選定
【内容】経営・財務・マーケティング等を学ぶスクール

西宮起業家支援セミナー
阪　

神（
南・北
）

■西宮商工会議所
　地域振興課

☎0798-33-1258
●https://n-cci.or.jp/

　西宮市内で起業を考えている方、起業に興味のある方
等を対象とし、具体的な起業のイメージを持っていただく
ことを目的としています。
【日程】6月頃
【参加費】無料
【内容】基調講演、起業成功者のパネルディスカッション 等

西宮経営者塾2018
阪　

神（
南・北
）

■西宮商工会議所
　地域振興課

☎0798-33-1258
●https://n-cci.or.jp/

　西宮市内で起業して間もない方等を対象に、起業初期
の課題解決を目的とする、少人数制ワークショップです。
【日程】2月頃　全3回
【参加費】無料
【内容】ネット販売、SNS活用、写真撮影等グループワーク

神戸商工会議所　KCCI創業塾

神　

戸

■神戸商工会議所
　中央支部

☎078-367-3838
●http://www.kobe-cci.or.jp/

　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「KCCI創業塾」を開催します。
【日程】6月9日（土）から6月30日（土）　全4回
【場所】神戸市産業振興センター　【定員】40名（先着順）
【参加費】15，000円（税込・交流会費含む）
【申込方法】参加申込書をFAXまたは郵送で
※9月には「創業実践セミナー」の開講も予定しています。
詳細は、会議所HPまたはお電話でご確認を。

尼崎商工会議所　創業塾2018
阪　

神（
南・北
）

■尼崎商工会議所
　経営支援グループ

☎06-6411-2254
●https://www.amacci.or.jp/

　創業を検討している方や創業間もない方、新規事業を
検討中の方を対象に創業塾を開催します。
【日程】未定（10月～11月ごろ）　全5回
【場所】尼崎商工会議所　会議室　
【定員】30名（先着順）
詳細は決まり次第、尼崎商工会議所のホームページに掲載します。

飲食店開業セミナー
阪　

神（
南・北
）

■西宮市役所
　商工課

☎0798-35-3387
●https://www.nishi.or.jp/

　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月1日、8日、15日、29日の各土曜日
【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。

女性起業家ステップアップセミナー
阪　

神（
南・北
）

■西宮市役所
　商工課

☎0798-35-3387
●https://www.nishi.or.jp/

　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西宮
市内の女性起業家を対象としてセミナーです。
【日時】　未定（平成29年度は2月19日に実施）
【場所】　東館大ホール　【定員】　50名程度（予定）
【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。
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明石商工会議所　創業塾2018

東　

播　

磨

■明石商工会議所
　中小企業相談所

☎078-911-1331　
FAX078-911-6738
●http://www.akashi-cci.or.jp/

　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】8月中旬から9月中旬（予定）　毎週土曜日　全5回
【場所】明石商工会議所　　【定員】30名（先着順）
【参加費】5，000円（税込）
【申込方法】参加申込書をＦＡＸまたは郵送で
※明石市創業支援事業計画特定創業支援事業
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

北　

播　

磨

■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月～2月予定　全5回
場所　未定

宝塚商工会議所　創業セミナー2018
阪　

神（
南・北
）

■宝塚商工会議所
　中小企業相談所

☎0797-83-2211
●http://www.takarazuka-cci.
　or.jp/

　宝塚市内で創業予定もしくは創業後5年未満の方を対
象とした「創業セミナー2018」を開催します。
【日程】7月7日、21日、28日、8月4日（土）全4回
【場所】宝塚商工会議所会館　【定員】40名（先着順）
【参加費】4,000円（税込）
※申込後6月29日までに振込または持参要
【申込方法】当所ホームページより受付。詳細もご確認を。
セミナー終了後はビジネスプランコンテストへ応募しよう！

川西市　女性起業塾
阪　

神（
南・北
）

■川西市
　産業振興課

☎072-740-1162
●http://www.city.kawanishi.
　hyogo.jp/business/syokogyo/
　index.html

　川西市では、市内で起業を試みる女性に対して、起業
の準備から起業後のフォローアップまでを総合的に支援
します。
　起業に関心がある人向けにプレセミナーを夏頃より随
時開催。
　セミナーの情報などは、決まり次第、当市ホームページ
に随時掲載いたします。

起業支援セミナー
阪　

神（
南・北
）

■川西市商工会 ☎072-759-8222
●http://www.e-kawanishi.com

　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。事業の立ち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 7月6日（金）・13日（金）・20日（金）・
26日（木）・27日（金）
18時30分から21時、27日のみ17時半から21時

実践創業塾
阪　

神（
南・北
）

■三田市商工会
　（担当：小林）

☎079-563-4455
●http://www.sanda.or.jp/

　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】7月の全土曜日（7、14、21、28日)の午後
【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）　【締切】7月4日（水）
詳細は、当会ホームページまたはお電話にて。

高砂商工会議所　創業塾2018

東　

播　

磨

■高砂商工会議所
　中小企業振興部
　【担当】澤田

☎079-443-0500
●http://www.takasago-cci.
　or.jp/

　新たに事業を起こそうとしている方や創業間もない方
等を対象とした「創業塾」を開催します。
【日程】8月18日（土）から9月8日（土） 13:00～17:00 全4回
【場所】高砂商工会議所　大会議室　　【定員】20名
【参加費】5,000円（税込）
※創業塾を受講された方を対象にフォローアップ（個別相談）を実施。

【申込方法】参加申込書をFAXまたは郵送で
※詳細は、当所ホームページまたはお電話でご確認を。

吉川町商工会　創業セミナー

北　

播　

磨

■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　9月～11月予定　全4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

中　

播　

磨

■姫路商工会議所
　中小企業相談所

☎079-223-6557
●https：//www.himeji-cci.
　or.jp/

　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：平成30年12月1日・8日（全て土曜日）
会場：姫路商工会議所
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。

女性のための　ひめじ創業塾

中　

播　

磨

■姫路商工会議所
　中小企業相談所

☎079-223-6557
●https：//www.himeji-cci.
　or.jp/

　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： 平成30年10月24日・31日・11月7日・14日・21日 
 （全て水曜日　全5日間）
会場：姫路商工会議所
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。

加東市商工会　創業塾

北　

播　

磨

■加東市商工会
　創業支援室

☎0795-42-0253
●http://www.katosci.or.jp/

加東市で創業を考えている方や創業間もない方を対象
に創業塾を開催します。
【日程】8/31（金）、9/7（金）、9/14（金）、9/21（金）、9/28（金）、
　　　　10/19（金）時間はいずれも19:00～21:30　全6回
【場所】加東市商工会館　　【定員】25名（先着順）
【参加費】1，000円（税込）
【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、フェイスブックでお知らせします。
その他創業関連のセミナーも開催予定です。

フードビジネスのための　ひめじ創業塾

中　

播　

磨

■姫路商工会議所
　中小企業相談所

☎079-223-6557
●https：//www.himeji-cci.
　or.jp/

　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： 平成30年8月29日・9月5日・12日・19日・
 26日（全て水曜日　全5日間）
会場：姫路商工会議所
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。

女性のための創業塾in姫路

中　

播　

磨

■姫路商工会議所
　中小企業相談所

☎079-223-6557
●https：//www.himeji-cci.
　or.jp/

　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： 平成30年7月28日・8月4日・11日・18日・
 9月1日（全て土曜日　全5日間）
会場：姫路商工会議所
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。

売れる店づくり！　ひめじ創業塾

中　

播　

磨

■姫路商工会議所
　中小企業相談所

☎079-223-6557
●https：//www.himeji-cci.
　or.jp/

　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： 平成30年9月1日・8日・15日・22日・29日
 （全て土曜日　全5日間）
会場：姫路商工会議所
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。

みきCCI創業スクール

北　

播　

磨

■三木商工会議所
　中小企業相談所

☎0794-82-3190
●http://www.mikicci.or.jp/

　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「みきCCI創業スクール」を開催します。
【日程】8月25日（土）から9月22日（土）　全5回
【場所】三木商工会館　　【定員】20名（先着順）
【参加費】1，000円（税込）
【申込方法】参加申込書をFAXまたは郵送で
【締切8月17日（金）必着
詳細につきましては当所までお電話にてご確認ください。

平成30年度創業塾を開催

北　

播　

磨

■小野商工会議所 ☎0794-63-1161
●http://www.onocci.or.jp/
　web/

開催日時：6月23日～7月28日（7月21日を除く）
毎週土曜日の午前10時から午後4時まで(1日6時間）
場所：小野商工会議所　3F.中会議室
内容：創業に必要な経営・財務・販路開拓に冠する講座
対象者：創業希望者／開業後5年以内の事業者／資格や
趣味を活かしたビジネスを初めてみたい方
定員：30名（受付期間:5月1日～6月15日）
受講料：3000円（全講座受講分）交流会参加は要別途費用
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赤穂商工会議所　創業塾

西　

播　

磨

■赤穂商工会議所 ☎0791-43-2727
●http://www2.memenet.or.
　jp/ako-cci/

　新たに事業を起こそうとしている方や創業間もない方
を対象にした｢創業塾｣を開催します。
【日程】7月7日（土）から7月28日（土）の全4回
【場所】赤穂商工会館　3階　大研修室
【参加費】1，000円（税込）　【定員】20名（先着順）
【申込・問合せ】申込書をFAX・郵送で申し込み下さい。
【締切】7月2日（月）
詳細は当所ホームページまたはお電話でご確認下さい。

「福崎若者ゼミナール」開催のお知らせ

中　

播　

磨

■福崎町商工会 ☎0790-22-0558
●http://www.fukusaki.or.jp/

福崎町商工会では35歳未満の独立・起業に興味のある
方を対象に「福崎若者ゼミナール」を開催いたします。
【日程】7月7日（土）～8月4日（土）　毎週土曜日
【時間】各回とも10:00～12:00　【参加費】無料
【場所】福崎町商工会館　【定員】10名（先着順）
【申込方法】参加申込書を持参またはＦＡＸ・郵送で
【締切】6月29日（金）必着
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。

創業フォローアップセミナー＆交流会

中　

播　

磨

■姫路商工会議所
　中小企業相談所

☎079-223-6557
●https：//www.himeji-cci.
　or.jp/

日程：平成30年11月28日（水曜日）
会場：姫路商工会議所
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。

市川町・神河町商工会　創業セミナー

中　

播　

磨

■市川町商工会

■神河町商工会

☎0790-26-0099
●http://www.ichikawa-hyogo.jp/
☎0790-32-0295
●http://www.kamikawa-scic.jp/

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】未定（9月初旬、全5回予定）
【場所】市川町商工会・神河町商工会本所
【参加費】無料
【定員】20名程度
※5回のセミナー後の個別相談も予定しております
詳細は、お電話でご確認を。

創業フォローアップセミナー＆交流会

中　

播　

磨

■姫路商工会議所
　中小企業相談所

☎079-223-6557
●https：//www.himeji-cci.
　or.jp/

日程：平成30年10月28日（日曜日）
会場：姫路商工会議所
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。

ひめじ創業塾を開催いたします

中　

播　

磨

■姫路市商工会 ☎079-336-1368
●http://himeji-shoko.jp/

対象者：創業予定者・主婦・学生・退職者の方など
日時：平成30年10月27日（土）、11月3日（土）、　　　

11月10日（土）、17日（土）、24日（土）の全5回
場所：姫路市立城内図書館
定員：20名（定員になり次第締め切り）
申込開始：9月上旬の予定

創業スタートアップセミナー

中　

播　

磨

■姫路商工会議所
　中小企業相談所

☎079-223-6557
●https：//www.himeji-cci.
　or.jp/

日程：平成31年2月27日（水曜日）
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。　

創業スタートアップセミナー

中　

播　

磨

■姫路商工会議所
　中小企業相談所

☎079-223-6557
●https：//www.himeji-cci.
　or.jp/

日程：平成30年7月15日（日曜日）
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。
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たんば起業塾2018

丹　
　

波

■ふるさと起業支援
　たんばチャレンジカフェ
　【丹波市商工会】
　担当　酒井・丸山

☎0795-74-0208
●e-mail:maruyama@tanba.or.jp
●http://ch.tamba.sc/

　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「起業塾」を開催します。
【日程】6月10日・18日・24日・7月1日・8日　いずれも日曜日
13:00～17:00（第1回目のみ終了後交流会予定）、最終日のみ9:00～17:00
【場所】丹波市商工会春日支所　【定員】20名（先着順）
【参加費】3，000円（テキスト代・交流会費含む全5回分）
【申込方法】参加申込書をFAXまたはお電話・メールにて
詳細は、当所ホームページまたはお電話にてご確認下さい。

創業応援セミナー

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
●http://www.nisshin-shinkin.
　co.jp/

　兵庫県よろず支援拠点と共同で創業応援セミナーを開
催します。本セミナーでは、ビジネスプランの作り方や兵
庫県の創業に関する助成金の内容、当金庫の融資商品で
ある「創業サポート資金」について説明します。
　起業・第二創業をご検討中の方は是非ご参加ください。
【日時】平成30年6月6日（水）14：00～17：00
【場所】日新信用金庫　本店8階　【参加費】無料
詳細はHPまたはお近くのにっしん窓口まで。

創業・第二創業セミナー

西　

播　

磨

■佐用町商工会 ☎0790-82-2218
●http://www.sayou.gr.jp/

　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月18日(火)から10月23日(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

上郡町商工会　創業塾

西　

播　

磨

■上郡町商工会
　（兵庫県赤穂郡上郡町大持278）

☎0791-52-3710
FAX:0791-52-3833
●http://www.kamigori.or.jp/

　創業への夢をお持ちの方や第二創業をお考えの方を
対象とした「創業塾」を開講します。
【日時】 6/13(水)・6/25(月)・7/10(火)・7/25(水)・
 8/7(火)・8/21(火)・9/5(水)の全7回　
 午後6時～午後8時
【場所】上郡町商工会館 1階研修室　【募集定員】10名
【参加費】無料 ※テキスト代は参加者ご負担となります
【お申し込み】商工会へFAXまたは直接ご持参下さい

創業セミナー

但　
　

馬

■新温泉町商工会
　本所

☎0796-82-1152
●http://www.sinonsen.com/

　これから創業される方、創業間もない方、経営について
学びたい方ならどなたでも参加できます。
日程 6/12～7/10 毎週火曜日 19：00～21：00
　　 全5日間　6/19のみ 19：00～21：30
場所　新温泉町商工会館　２階　青年部研修室
希望者は専門家による個別相談が受けられます

篠山プチ創業塾

丹　
　

波

■篠山市商工会
　振興課（北島）

☎079-552-0758
●http://scic.tanba-sasayama.
　com/

　開業や第二創業を志す方を対象とした、想いをカタチにす
るための「創業塾」を開催します。（篠山市特定創業支援事業）
開業するまでの計画の立て方や、地域（篠山市）の特性、税務
労務、マーケティングの基礎や資金調達について学べます。
【日程】6月13日（土）から7月7日（土）毎週土曜日　全4回
【場所】篠山商工会館　【定員】20名（先着順）
【参加費】無料　【ＦＡＸ】079-552-2531
【申込方法】参加申込書をＦＡＸまたは郵送で

太子町商工会　たいし創業塾

西　

播　

磨

■太子町商工会 ☎079-277-2566
●http://www.taishi.or.jp/

　創業を考えている方や創業したばかりの方を対象とし
た創業塾を開催いたします。
【日程】7月7日（土）から8月4日（土）毎週土曜日全5回
【時間】10：00～17：00　【場所】太子町商工会館　
【受講料】無料　【定員】15名（先着順）
【申込方法】受講申込書をメール、FAX、郵送で
【内容】経営、販路開拓、財務、人材育成など
詳細は当会ホームページ、チラシ、お電話でご確認ください

起業のノウハウ学べます『創業塾』

西　

播　

磨

■宍粟市産業部
　ひと・はたらく課

☎0790-63-3166
●http://www.city.shiso.lg.jp

　宍粟市で起業・開業をお考えの方を対象に、心構えやアイ
ディアの出し方、ITなどを利用した販売方法、融資や各種施策
の紹介、事業計画の作成などを学ぶ、創業に役立つ講座です。
また、本講座を受講することによって起業時に店舗の改修費
の一部助成など宍粟市の支援が受けられます。
　起業・開業をお考えの人、漠然と何かをしてみたいと思って
いる人などのご参加をお待ちしています。
【時期】　平成30年秋頃開催予定
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Fo
un

dation

Fo
un

dation

相談窓口等

役立つ情報満載！

創業

「創業ウィメンズフォーラム in 神戸」開催

金
融
機
関

■日本政策金融公庫
　神戸創業支援センター

☎078-341-5135　
●https://www.jfc.go.jp/n/
　seminar/pdf/seminar1804
　13d.pdf

　小説家 玉岡かおる氏による基調講演や県内で活躍されて
いる4名の女性経営者によるトークセッション等、創業期の女性
経営者に有益な情報や交流の場をご提供するフォーラムです。
【日程】6月4日（月）14：00～17：00
【場所】神戸クリスタルタワー3階（JR神戸駅徒歩3分）
【対象】創業して5年以内の女性経営者（創業前の女性及び
創業後5年以上の女性経営者も参加できます)
【定員】100名（先着順）　【参加費】無料

創業支援事業計画に基づく創業支援事業

国

■「創業支援事業計画」を策定
　した各市町村の相談窓口

●https://www.mirasapo.jp/
　starting/specialist/
　chiikimadoguchi.html

　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
お問合せください。

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
●http://www.kigyoplaza-
　hyogo.jp/

　（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】12時～22時（土日祝日は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。

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
●http://www.shinkin.co.jp/
　nisisin/

●「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月13日（木）
※詳細については、当庫までお問い合わせください。

けんしん創業塾（三木）

金
融
機
関

■兵庫県信用組合
　三木支店

☎0794-82-9204
●http://www.hyogokenshin.
　co.jp/

　創業・起業を目指す方、創業・起業に関心のある方、創
業後5年未満の方を対象に創業セミナーを開催します。
【日程】6月30日（土）～7月21日（土）
（13：30～17：30）の毎週土曜日に開催（全4回）
【場所】兵庫県信用組合　三木支店
【定員】20名　【参加費】1，000円（4回分）
【申込方法】参加申込書をＦＡＸで
詳細は当組合ホームページまたはお電話で確認してください。
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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
●http://chizai-portal.inpit.
　go.jp/madoguchi/hyogo/

　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
●https://web.hyogo-iic.ne.
　jp/keiei/yorozu

　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時～17時　【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

神戸開業支援コンシェルジュ創業相談

神　

戸

■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
●http://www.kobe-ipc.or.jp/
　establishment_support/
　venture/

　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、利用回数無制限です
【日時】平日毎日10時～17時、夜間相談日13時～20時
【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

神戸商工会議所　創業支援

神　

戸

■神戸商工会議所
　中央支部

☎078-367-3838
●http://www.kobe-cci.or.jp/
　創業支援ナビ　
　http://sougyounavi.com/

　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。

起業家支援施設　SOHOプラザ

神　

戸

■神戸ファッションマート
　SOHOプラザ事務局

☎078-857-8102
●http://www.soho-plaza.
　com/

①中小企業診断士による起業相談（月8回、夜間相談あり）
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）
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」
阪　

神（
南・北
）

■公益財団法人
　尼崎地域産業活性化機構

☎06-6488-9501
●http://abiz.jp/

　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

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
●http://www.hosyokyokai-
　hyogo.or.jp

　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】下記日程の午前10時～午後5時
　神戸：10/6、1/12
　阪神・但馬・加古川：6/9、11/10、2/2
　姫路・淡路・西脇：7/21、12/8、3/2
【平日夜間相談】
　原則、すべての営業日の午後5時～午後7時
※いずれも事前予約制。電話、当協会ＨＰから予約を。

「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）
●http://www.hosyokyokai-
　hyogo.or.jp

♪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。
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窓口相談
阪　

神（
南・北
）

■西宮商工会議所
　地域振興課

☎0798-33-1258
●https://n-cci.or.jp/

　起業希望者に対し、当所の経営指導員が窓口にて、起
業時に必要となる融資・事業計画作成等の起業支援を行
うものです。
【日程】随時
【参加費】無料
【内容】経営相談・起業相談

定例融資相談会
阪　

神（
南・北
）

■西宮商工会議所
　経営支援課

☎0798-33-1257
●https://n-cci.or.jp/

　一般事業者に限らず、起業予定者当も、参加できる融
資相談会です。日本政策金融公庫と連携を取り、実施して
います。
　金融機関に提出する事業計画書の作成も指導します。
【日程】毎月　実施
【参加費】無料
【内容】融資相談

伊丹市創業支援事業
阪　

神（
南・北
）

■伊丹市
　商工労働課

☎072-784-8047
●http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/
　TOSHIKATSURYOKU/SYOKORODO/
　sougyoushien/sougyou.html

　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「創業支援事業」を実施しています。市が定める
「特定創業支援事業」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
・信用保証枠の拡充　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。

創業希望者の相談窓口
阪　

神（
南・北
）

■猪名川町地域振興部
　産業観光課

☎072-766-8709
●http://www.town.inagawa.lg.jp/
　inagawa/business/syoukougyou/
　1496034446547.html

　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。

創業に向けてのトータルサポート

東　

播　

磨

■加古川商工会議所
　中小企業相談室　指導課

☎079-424-3355
●http://kakogawa-cci.or.jp/

　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、毎年秋には「創業塾」を開催し、多くの創業者を輩出
しています。※開催の詳細が決まり次第ＨＰで周知します。

週末起業相談会

北　

播　

磨

■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時から12時 13時から16時半
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。

姫路創業ステーション

中　

播　

磨

■姫路創業ステーション ☎079-223-6557
●http://himeji-sougyou.com/

　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。

〔場所〕兵庫県姫路市下寺町43番地（姫路商工会議所1階）
〔受付時間〕平日9時～17時

相生市創業支援ネットワーク

西　

播　

磨

■相生市役所
■相生商工会議所

☎0791-23-7133
☎0791-22-1234
●https://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/
　chiikishinko/sougyou.html

　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，相生市」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。
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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
●http://www.shinkinbank.
　co.jp

　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。

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
●http://www.amashin.co.jp

　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ください。

【創業支援】定例相談会のお知らせ

金
融
機
関

■日本政策金融公庫
　兵庫県内各支店
　（国民生活事業）

※ホームページの店舗案内をご覧ください。
●https://www.jfc.go.jp/n/
　branch/index.html

　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。

女性×若者向け 創業相談ウィーク開催

金
融
機
関

■日本政策金融公庫
　神戸創業支援センター

☎078-341-5135

　創業に興味のある女性や、学生を含む若者のみなさま
を主な対象とした相談会を開催します。創業に関する素
朴な疑問から創業計画書の作り方、融資審査の進め方な
ど、経験豊富な専門スタッフが親身になって対応します。
【日程】6月18日（月）から6月22日（金）
【場所】日本政策金融公庫　神戸支店（JR神戸駅徒歩5分）
【参加費】無料

「創業／事業承継」に関する法律相談・専門家派遣

専　

門　

家

■ひまわりほっとダイヤル ☎0570-001-240
●https://www.nichibenren.or.
　jp/ja/sme/index.html

　「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。また、各種団体様からのセミナー
講師や対応アドバイザー等の専門家派遣の要請にも対応して
おります。「困ったな」と思ったら、まずはお電話ください！

相生商工会議所　新規創業相談会

西　

播　

磨

■相生商工会議所 ☎0791-22-1234
●http://www.aioicci.jp/

　毎月第1金曜日に、定例の新規創業相談会を開催して
います。
6月1日・8月3日・9月7日・10月5日・11月2日・12月7日・
平成31年1月11日・2月1日・3月1日　1時～4時
　当所経営指導員が創業のご相談に応じ、課題解決のサ
ポートをいたします。お気軽にご利用ください。
※上記日程以外でも、ご相談をお受けしております！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。

相生商工会議所　経営なんでも相談会

西　

播　

磨

■相生商工会議所 ☎0791-22-1234
●http://www.aioicci.jp/

　経営の悩み・不安を一気に解決する相談会を開催し
ます。
7月3日(火)・11月22日(木)　1時～4時
　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。



創業までのプロセスと計画
　はじめまして。中小企業診断士の箕作千佐子と申しま

す。経営コンサルタントとして、創業者向けのセミナーや

相談などで創業のお手伝いをしています。

　このコーナーでは創業者の皆さんに向けて、お役にた

つ情報をご提供いたします。

　創業したい、と思っても何から始めていいか分からな

い方もおられるのではないでしょうか。今回は、創業準備

の一般的なプロセスをご紹介します。

　創業は人生に大きな影響を及ぼします。まずはなぜ創業した

いのか、何年後にどうなっていたいのか、自分が優先したい価値

観はなんなのか、といったことを明確にした上で、創業の決意を

します。家族の賛成も得ておきたいところです。

　次に具体的な事業の内容を考えていきます。おおむね下記の

順で考えますが、行ったり来たりすることもあるでしょう。

　頭の中で考えるだけでなく、ぜひ書面(事業計画書)にまとめて

みましょう。事業計画書を作ると、融資や補助金、協力者への説

得などに使えるだけでなく、自分自身の頭の整理にもなります。

創業してからも行動の指針や、現在の業績を判断する基準にな

るなど、とても役に立ちます。

①何をどう売るか
　お客さんのニーズ、競合相手の状況、自分の強みを調べた上

で、どんな商品やサービスで、どんなニーズをどう満たすの

か、というコンセプトを組み立てます。さらにそれを実現する

ための具体的な売り方(具体的な商品、価格、販路・販売方法、

プロモーション)を考えます。

②どう実現するか
　生産や販売など、事業活動に必要な体制を考えます。人員や設

備、業務プロセスなどです。

　そのために入手すべき経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)と、そ

の調達方法を考えます。

　特に資金については、創業時に必要なお金をしっかり計算し、

自己資金や出資、借入など、どのように資金を揃えるのか、き

ちんと計画しておきましょう。

③どう儲けるか
　売上と費用の計画をたててシミュレーションし、利益が出る

かを検証します。

　十分な利益が出る計画ができなければ、計画全体を見直します。

④ アクションプラン
　創業する時期を決め、それまでにやるべきことを洗い出し、ス

ケジュールをたてます。創業後の事業展開のスケジュールも

考えます。

　会社設立や開業の手続き、保険、許認可等の手続きをします。

必要な許認可については予め調べておきましょう。

物件の契約、設備や備品等の選定と調達、仕入先との契約と調

達などを進めます。

　並行してやっていきたいのが、スキルアップとネットワーク

づくりです。

　自分のビジネスの根幹になる技術はもちろん、経理の知識、

ITスキル、従業員のマネジメント方法など、経営に関わる汎用

的なスキルのうち、自分に必要なものを見極めて準備していき

ましょう。

　また、ネットワークづくりを進めておくと助けになります。

事業を進めるには多くの人の支えが必要です。仕入先、協力会

社、顧客だけでなく、情報を教えてくれる人、紹介してくれる人

など、お互いに応援、協力してもらいながら成長できる仲間が

いるとビジネスは加速します。

　各地の公的機関で無料や格安で開催されている創業セミ

ナーなどに参加するのもお勧めです。無料の相談窓口も多くあ

りますので、ぜひご利用ください。

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/

創業までのプロセス

1　創業の決意

2　事業内容の検討(計画の作成)

3　手続きや調達

3　手続きや調達

4　スキルアップとネットワークづくり

2　事業内容の検討(計画の作成)

1　創業の決意

①何をどう売るか
②どう実現するか
③どう儲けるか
④ アクションプラン
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ワンポイント情報
専門家が教える



「事業引継ぎ支援センター」を知っていますか？

秘密を確実に守りながら “幸せな結末” へと導く

事業
承継

兵庫県事業引継ぎ支援センター
TEL／078-367-2010
住所／神戸市中央区東川崎町1-8-4 神戸市産業振興センター6階
神戸商工会議所内

　2017年10月の日経新聞によると、2025年には6割以上

の中小企業で経営者が70歳を超え、うち現時点で後継者

が決まっていない企業は127万社という試算があるそう

です。そんな企業に向け、事業承継の様々な支援を行って

いる機関をご存知でしょうか。ここではその「兵庫県事業

引継ぎ支援センター」のご担当者に、支援や相談内容につ

いてお聞きしました。

全国の相談をデータベース化して希望者へ公開
業種や立地、売り上げ規模の合ったマッチングを
―まず、「兵庫県事業引継ぎ支援センター」とはどのような機関

なのでしょうか。

白玖／平成28年3月付で国から神
戸商工会議所が委託を受け、各都

道府県に設置された事業引継ぎ

支援専門の機関です。

―どのように支援をされるので

すか。

畔上／大きくは2種類に分かれま
す。親族、従業員などへのいわゆ

る一般的な承継の際は、税務面の

アドバイスや、事業承継計画を作

成していただき、後継者に引き継

ぐためになすべきことを具体的に落とし込むお手伝いもしま

す。現社長、後継者両方にそれを共有していただけば、頭の整理

もできますし、経営の大きな安心材料になりますから。税理士な

ど専門家をご紹介することもありますね。

白玖／もう1つは、後継者不在の場合に、事業を誰かに引き継ぎ
たいという方と、引き継がれて継続したいという方のマッチン

グをする「第三者承継」への支援です。私共は、こちらに非常に重

点をおいています。両者からの相談は全国のセンターでデータ

ベース化しており、相談者のニーズに合わせて名前を伏せて情

報を提供し、業種、立地、売り上げ規模などでお互いのニーズが

合えば、秘密保持契約を結んでから面談も行います。事業承継は

非常にセンシティブな問題ですから、噂が広がらないように、細

心の注意を払っています。

畔上／「デューデリジェンス」と言って、決算書、不動産、従業員

の持つノウハウなどを元に、専門家により企業価値を算定して

もらい、事業承継の算定材料にしていただくこともあります。

「デューデリジェンス」を行う専門家には料金を払う必要があ

りますが、私共の支援に関しては全て無料です。また費用面で

のご相談があれば、金融機関をご紹介することもございます。

―具体的には、どのような事例があるのでしょうか。

白玖／製造業、小売り、卸売り、サービス業など、事業内容も承
継の形も本当に様々ですね。理想的な成功事例で言えば、高齢

で事業を終えるため、機材や材料を格安で譲りたいという方が

いらして、それをぜひ欲しいという方がマッチングした、約2ヶ

月のスピード成功事例もあります。

畔上／4月半ばからWEBサイト
（www.hyogo-hikitsugi.jp）を立ち

上げまして、そこで実際の成約実

績の事例をご本人に了承を得て

掲載させていただいているので、

ぜひ見ていただきたいです。特に

譲渡を考えていらっしゃる方、Ｍ

＆Ａという言葉に不安をもたれ

ている方には、安心材料にしてい

ただけると思います。

白玖／Ｍ＆Ａという言葉は、ドラ
マなどのマイナスイメージが先行しがちですが、実際は譲渡後も

人脈やノウハウなどの面で先代社長が一定期間はいていただか

ないと困る場合が多いんです。承継前に雇用継続の問題など、綿

密に話し合い契約をしますので、大きなミスマッチは生じないこ

とがほとんどだと思います。

畔上／地域に愛され黒字経営を続ける商店や信頼のブランド
を残すことは、社会的にも意義のあることだと思っています。

早めに準備に取りかかるほど、“幸せな結末”を迎えるための

様々な手立てがありますので、ぜひ一度気軽に相談に来ていた

だきたいですね。

事業承継計画書の一例。1年ごとに、企業、現経営者、後継者それぞれが
なすべきことを記入して「見える化」している

兵庫県事業引継ぎ支援センター
専門相談員

白玖　彰宏さん
は　く

兵庫県事業引継ぎ支援センター
専門相談員

畔上　雄次さん
あぜ がみ

神戸ハーバーランド、神戸市産業振興センターの6Fと、アクセス便利な
「兵庫県事業引継ぎ支援センター」のオフィス
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事業
承継

先輩事業承継者の体験記あなたに
エール

金融機関、主要取引先と一丸となり
人的、技術的損失を防ぐ事業承継に成功
技術、経営体制の客観的な評価を受け
両者の価値とやるべきことを明確に
　兵庫県川西市を拠点に車両の各種パイプを製造する

久徳技研工業㈱の久徳安幸さんは、昨年6月、同業種の

阪神工業㈱の事業を一部承継しました。きっかけは約

10年前、先方からの後継者不在問題による声がけだっ

たそうですが、当時は40代と若かったため相手企業の

従業員の反発が予想され、時期を待っていただいたそ

うです。平成28年になり話を具体化することになり、阪

神工業㈱の従業員に譲渡の話を伝えるタイミング、従

業員の雇用をどこまで守れるかなど、細部に渡り代表

取締役同士で入念な打ち合わせを重ねたと言います。

　同時に久徳さんは、これまでは取引がなかったもの

の、日参で営業に訪れていた尼崎信用金庫の担当者に

相談。尼崎信用金庫が、「（公財）ひょうご産業活性化セ

ンター」が実施する「ひょうご中小企業技術・経営力評

価制度」を利用して、専門家により技術、経営体制を客

観的に評価してもらい評価書を出してもらったそうで

す。「この評価書ができたことで、尼崎信用金庫をはじ

め様々な関係機関と経営課題が共有でき、より事業承

継に際してやるべきことや方向性が定まりました」と

久徳さん。こうして様々な組織や企業の支援を受けた結果、両者

の取引先であるダイハツ工業㈱から、承継後も商品発注を継続

する確約を取り付けることができ、尼崎信用金庫からは、事業

計画策定支援及びＭ&A資金の融資を受けられることになり

ました。

労働環境の変化が最初の壁に
それを乗り越え、年商は約5倍に成長
　その後、平成28年6月に阪神工業㈱の土地建物を購入して事

業をスタート。しかし、前企業は製造をほとんど自社で行わず

アウトソーソングしていたため、最初は自社からの設備の移動

や新設、作業のための照明の増設などの必要性が出て、そのた

めの投資や運転資金も必要になるなど苦労の連続だったと

か。そこで、兵庫県信用保証協会の協力も仰いで支援制度を利

用されました。また事業承継に際しては、従業員ほぼ全員をそ

のまま雇用しましたが、承継前後で大きく仕事内容が変わっ

てしまったため、技術教育や利益確保のための意識づけなど

にもかなり時間がかかったのだそうです。「結局、今年5月をめ

どに大半の機械やスタッフを移し、一体となって製造を行う

ことになりました。今初動から約1年半でようやく環境が整

い、メーカーからの信頼も得られるようになりましたので、こ

れから部品の精度や能力をもっと高めていきたいですね」と

久徳さん。年商は事業承継後約5倍に伸びており、これら一連

の事業承継の成功が評価され、金融、経営支援を受けて、優れ

た成果を上げた企業に贈られる「ひょうご信用創生アワード」

の最優秀賞も昨年11月に受賞。金融機関や関係機関の強力な

バックアップを得ての、人的、技術的損失を防いだ事業承継が

成功し、大きく評価された形となりました。

車種や使用される部位に合わせ、ミリ単位でサイズや形状を調整していく

機材や照明を増設し、新たな拠点となった工場の様子

久徳技研工業株式会社
代表取締役　久徳 安幸
（自動車部品製造業）
2017年6月事業承継

川西市久代1丁目15-2
☎072-755-4911

Successio
n
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補助金情報

役立つ情報満載！

事業
承継

平成29年度補正予算「事業承継補助金」

国

■一般社団法人
　サービスデザイン
　推進協議会（事務局）

☎03-6264-2670
●https://www.shokei-29hosei.jp/

　中小企業・小規模事業者の収益力の向上と地域に根付いた
価値ある事業の次世代への承継のため、事業承継・世代交代
を契機とした経営革新や事業転換を図る取組を支援します。
　平成29年度補正予算では、予算規模を大幅に拡充した上
で、M&A等の手法により再編統合を行う企業に対し、補助上
限を引き上げた新たな支援措置を創設しました。
Ⅰ型（経営者交代タイプ）の公募期間は4/27～6/8です。
Ⅱ型（M&Aタイプ）の募集開始は、7月初旬の予定です。

Successio
n

Successiosio
nnn

資金調達情報

役立つ情報満載！

事業
承継

兵庫県中小企業融資制度　経営革新貸付

県

■兵庫県
　地域金融室

☎078-362-3321
●https://web.pref.hyogo.lg.jp/
　sr08/ie05_000000031.html

　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。

事業業業

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）
●http://www.hosyokyokai-
　hyogo.or.jp

　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。

川西市　商店街事業承継支援事業
阪　

神（
南・北
）

■川西市
　産業振興課

☎072-740-1162
●http://www.city.kawanishi.
　hyogo.jp/business/syokogyo/
　1004112/1004115.html

　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。

中小企業者支援融資利子補給金交付事業

西　

播　

磨

■佐用町役場
　商工観光課

☎0790-82-0670
●http://www.town.sayo.lg.
　jp/cms-sypher/www/info/
　detail.jsp?id=3040

　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82－2218へお問い合わせください。
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イベント情報

役立つ情報満載！

事業
承継

事業業事業事

神戸商工会議所 後継者育成塾2018

神　

戸

■神戸商工会議所
　経営支援センター

☎078-367-2010
●http://www.kobe-cci.or.jp

　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～11月（予定）
■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（予定）
■内容：経営者の心構え、財務、販路開拓、事業戦略等

自社株式買取資金

金
融
機
関

■みなと銀行
　コンサルティング営業部

☎078-331-8231

　後継者（親族・従業員）様による、自社株式の承継・集約資
金ニーズにつきまして、柔軟な返済方法でご対応します。
【対象者】法人及び個人の方
【融資期間】35年以内及び満75歳を迎えるまで

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、小曽根

☎078-321-7729
●http://www.shinkinbank.co.jp

　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)

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
●https://www.jfc.go.jp/

　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
●https://www.jfc.go.jp/

　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）
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事業承継セミナー・事業承継計画作成

東　

播　

磨

■稲美町商工会 ☎079-492-0200
●http://www.inami.or.jp/

　稲美町商工会では、専門家等関係機関と連携しながら
事業承継への対策や計画作成を支援します。
「具体的にどうすればよいか？」等事業承継を考えている
経営者や後継者等を対象にした事業承継セミナーを開催
します。
【日　時】7月11日（水）19：00～21：00　　
【場　所】稲美町商工会館　【参加費】無料
※セミナー以外でも随時相談を受け付けています。

事業承継セミナー

東　

播　

磨

■高砂商工会議所
　中小企業振興部
　指導課　澤田

☎079-443-0500
●http://www.takasago-cci.
　or.jp/

　事業承継を考えている経営者や後継者等を対象にした
事業承継セミナーを開催します。
【日程】6月13日、20日、27日（14時30分～）
　　　水曜日に開催（全3回）
【場所】高砂商工会議所　大会議室
【定員】20名（先着順）　【参加費】1,000円/回
【申込方法】申込書をＦＡＸまたは郵送で　【締切】5月末予定
詳細は、当所ＨＰ（後日掲載予定）またはお電話でご確認を。

Successio
n

Successiosio
nn

相談窓口等

役立つ情報満載！

事業
承継

プッシュ型事業承継支援高度化事業

国

■平成29年度補正予算
　プッシュ型事業承継支援
　高度化事業 (全国事務局)

☎03-6225-2980
●http://shoukeinet.jp/

　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。

事業業業

経営アドバイス

国

■中小機構近畿 ☎06-6264-8613
●http://www.smrj.go.jp/
　regional_hq/kinki/sme/
　consulting/index.html

　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（1時間）
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
●http://www.hosyokyokai-
　hyogo.or.jp

　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】下記日程の午前10時～午後5時
神戸：10/6、1/12
阪神・但馬・加古川：6/9、11/10、2/2
姫路・淡路・西脇：7/21、12/8、3/2
【平日夜間相談】
原則、すべての営業日の午後5時～午後7時
※いずれも事前予約制。電話、当協会ＨＰから予約を。

円滑な事業承継のための組織改革支援
阪　

神（
南・北
）

■西宮商工会議所
　経営支援課

☎0798-33-1257
●https://n-cci.or.jp/

　後継者が遂行すべき「経営革新・組織改革の手法」につ
いて、計5回の後継者育成塾を通じて段階的に学んでい
ただくとともに、同じ課題を共有する後継者間のネット
ワークづくりを支援します。
日時：平成30年8月～9月　18時～21時　計5回
場所：西宮商工会館　会議室
対象：事業を承継して間もない経営者、後継候補者等
定員：20名程度　受講料：5,000円/名（消費税込）

事業承継税制セミナー

東　

播　

磨

■明石納税協会
　(共催：明石商工会議所
　中小企業相談所）

☎078-923-1500
FAX 078-923-1606
メール akasi@nk-net.co.jp
●http://www.nk-net.co.jp/akasi/

【内容】相続又は贈与により取得した非上場株式等に対応
する相続税または贈与税の納税猶予及び免除の特例の
概要について
【日程】6月20日（水）　14時～15時30分
【会場】明石納税協会
【定員】80名　会員でない方も参加可能　【参加費】無料
【申込方法】明石納税協会まで、なるべくFAX・メールで
詳細はホームページまたはお電話でご確認をお願します。
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【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
●https://web.hyogo-iic.ne.jp/
　keiei/yorozu

　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時～17時　【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

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
●https://www.chuokai.com/
　shikkaiya/

　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。

事業を引き継ぐ「準備」を支援します！

神　

戸

■公益財団法人
　神戸市産業振興財団
　新事業創造課

☎078-360-3220
●http://www.kobe-ipc.or.jp/

　当財団では、事業承継に精通した専門家を5名配置し、
事業承継でお悩みの企業・事業者様を訪問し、課題の整
理や方向性の提案等をサポートします。「事業承継のアド
バイスが欲しい」、「後継者がいない」、「どう進めていった
らよいか？」などにお悩みの方、まずは、ご一報ください。
専門家と御社にお伺いいたします。お電話にてご予約を
お願いします。
※ご利用時間：平日の9：00～17：00（年末年始除く）

事業承継のための「企業健康診断」
阪　

神（
南・北
）

■尼崎市
　地域産業課

☎06-6430-9750
●http://www.city.amagasaki.
　hyogo.jp/

　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「企業健康診断」を無料で実施いた
しますのでお気軽にご利用ください。
※公募開始：6月1日（金）予定

事業承継　個別相談会

北　

播　

磨

■小野商工会議所 ☎0794-63-1161
●http://www.onocci.or.jp/web/

　親族や従業員に対する事業承継を中心に、第三者への事業承
継など、事業者の状況に合わせて円滑な事業承継を支援します。
専門家‥中小企業診断士　畑 英樹
ハタ経営労務サービス　中小企業診断士/特定社会保険労務士
開催予定　6月22日（金）、8月24日(金）、10月26日(金）
12月21日(金）、2月22日(金）
時間‥午後1時30分～3時30分（事前申込みが必要）
相談は無料ですが当所会員事業所からの相談を優先します。

事業業事業事

香美町事業承継推進事業

但　
　

馬

■香美町商工会
　本所

☎0796-36-0123
●http://www.coming-
　kamichou.com/

　事業承継を考えている経営者や後継者等を対象に、個
別に専門家を派遣し、事業承継までに取り組む課題、問題
点の解決を図る。
【募集時期】平成30年7月頃
【募集事業所数】6事業者
【受講回数】1事業所3コマ（1コマ2時間）　
【費用】無料
【申込み先】香美町商工会

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
●http://www.hyogo-hikitsugi.
　jp/

　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）

事業承継円滑化の支援
支
援
機
関（
県
全
域
）

■(公財)ひょうご
　産業活性化センター

☎078-977-9123
●https://web.hyogo-iic.ne.jp/

　ひょうご産業活性化センターでは、平成３０年度から事業承
継の支援を実施します。県内の中小企業支援機関等のネット
ワークを活かしながら、県内中小企業の事業承継を支援して
まいります。まずは、中小企業の皆様に事業承継に向けた準
備の必要性を気付いていただくきっかけとすべく、関係機関
の協力を得ながら「事業承継診断」を推進します。そのため
の広報活動やセミナーの開催のほか、専門家派遣などを通
じて、中小企業のステップアップも支援してまいります。
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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
●http://www.shinkin.co.jp/
　himeshin/

・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
●http://www.nisshin-shinkin.
　co.jp/

　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。

外部専門機関を活用した事業承継支援

金
融
機
関

■西兵庫信用金庫
　企業支援部

☎0790-62-7701
●http://www.shinkin.co.jp/
　nisisin/

●事業承継個別相談会を開催します。
　【日程】6月12日、13日、20日、22日
●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月13日（木）
※詳細については、当庫までお問い合わせください。

「創業／事業承継」に関する法律相談・専門家派遣

専　

門　

家

■ひまわりほっとダイヤル ☎0570-001-240
●https://www.nichibenren.or.
　jp/ja/sme/index.html

　「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。また、各種団体様からのセミナー
講師や対応アドバイザー等の専門家派遣の要請にも対応して
おります。「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、小曽根

☎078-321-7729
●http://www.shinkinbank.co.jp

　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。

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、小曽根

☎078-321-7729
●http://www.shinkinbank.co.jp

　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。



Successio
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事業承継出来ないと
思っていませんか？

●決めることはそんなに多くない
　事業承継は複雑に考えられがちですが、細かい部分を除くと

決めるべきことはそんなに多くありません。特に重要な事は、

「経営を誰に引き継ぐか」「株式（持分）を誰に引き継ぐか」になり

ます。また、「いつ引き継ぐか」も方針に含めることになります。

●決断を先延ばしにすると損をする
　事業承継は、企業の置かれた状況によって有利になる方法が

異なりますが、引継ぎまでのタイムリミットが短くなるほど、取

り得る選択肢が減ってしまいます。

　また、多くの企業で承継のハードルになっているのが、後継者

の有無、親族関係者や社内の調整ではないでしょうか。この対策

に時間をかけるためにも、まずは「誰に引き継ぐのか」方針を決

定し、調整を進める必要があります。この調整をすすめながら、

新たな課題に直面した場合には、途中で方針を見直すことも正

しい方法です。

●存続させるか廃業するか
　企業には長年培ってきたノウハウ、技術、得意先など、お金で

は計れない価値があるものです。このような価値が認められれ

ば、現状の財務内容が悪くても取得したいと考える企業もあり

ますし、後継者も引き継ぎたいと考えるでしょう。逆に、このよ

うな価値が見出せない場合や、企業の属する業界に将来性が感

じられないような場合には、勇気をもって撤退（廃業）する方が

有利になる事もあります。

　まずは事業を承継することが有利か否かを明確にするため、自

分の会社の強みや弱みを把握するとともに、財務面も含めた企業

の価値を図ることからスタートしてみてはいかがでしょうか。

●専門家による適切なアドバイス
　事業承継と税務は切っても切れない関係性があります。その

企業のおかれた状況によって、有利な方法は変わりますが、選

択する方法によっては事後的に税務当局から指摘され、多額の

税金負担が発生するリスクがあります。そのため、経営者が感

覚的に判断して行ってしまうと、結果的に多くのコストがか

かってしまう可能性があります。トータルのコストを抑えるた

めにも、適切な専門家によるアドバイスを受けながら進めるこ

とが望ましいと考えます。

●事業承継にコストは必要です
　「会社の設立はほとんど金をかけずにやった。その会社を息

子に引き継ぐだけなのにお金がかかるのはバカバカしい」と考

えていないでしょうか。税金がかかるのは、ご自身が積み重ね

た企業の価値がそれだけあるという事ですから、適法な節税策

を行った上で負担する税額は受け入れる必要があります。ま

た、事業承継に必要となる専門知識・経験を社内で調達するコ

ストを考慮すれば、専門家に対する相応のコスト負担について

も理解しておく必要があります。

●経営者のリタイアメントという観点
　地域の経済を支えてきた中小企業の経営者にも、退職後の新

しい人生はあってしかるべきです。「退職後の会社がどうなる

のか」は後継者が自ら考えるべきと割り切って、後継者主体で

事業承継を前に進めることもご検討下さい。

　最後になりましたが、みなさまの事業承継がスムーズに進

み、地域経済がより発展していくことを祈念しております。

　中小企業の経営には様々な悩みがあるものです。昨今、中小企業の経営者が高齢化してきており、事業承継に

関して以下のような悩みを聞く事が多くなっています。

 ●「自分の後を継げる人材がいない」 ●「どんな手順で進めればいいのかわからない」
 ●「税理士から、たくさん税金がかかると言われた」 ●「会社を売りたいが、買い手がいるのか」

　このように悩みを抱えながらも、「日々の業務が忙しくて、それどころじゃない」などと後回しになっている

企業も多いように感じます。

　事業承継に「早めの対策」が好ましいことは、ご存知のとおりです。みなさまの一日でも早い対策を後押しす

るためのポイントは以下の4つと考えます。

 ●誰に引き継ぐか、まず決断する ●方針は途中で変えてもいい
 ●適切な専門家に相談する ●コストがかかることを受け入れる

ワンポイント情報
専門家が教える
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公認会計士・税理士

畑山  直久



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－024

平成30年5月発行
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