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事業 承継をサポートする金融機関

BUSINESS SUPPORT

地元事業者の事業承継をサポートし、
地域経済の活性化をめざす
≫

尼 崎 信用金庫

尼崎市開明町3-30
☎06-6412-5411

尼崎信用金庫では、
企業のライフステージに応じたコンサルティング

研鑽に努めています。

による最適なソリューションの提供をめざし、
「どのようなサポートがで
きるのか」
「どのような解決策をご提案できるのか」
を考え、
営業店と本

―具体的にどのように進めているかお聞かせください。

部が一体となった現場目線で“知恵”と“汗”を出すコンサルティング活動

当金庫は、
2016年2月から事業承継に対して本格的に力を入れてい

に力を注いでいます。
今回は、
尼崎信用金庫のコンサルティング活動の

ます。
初めに着手したのは、
金庫内で把握している取引先の後継者情報

なかでも、
事業承継への取り組みを中心にお聞きしました。

の整理と代表者へのプレヒアリングです。
当金庫が独自で作成した
「事
業承継ヒアリングシート」
を活用し、
取引先へヒアリングを実施。
そこか

―まず、初めにコンサルティング活動の
全般的な取組みについて教えてください。

ら課題を抽出し、
解決するという事業承継の支援体制を敷いています。
ヒアリングの結果、
例えば後継者がはっきりされている先には当金庫主

当金庫は、
創業期から成長期、
成熟期、
転換期といった企業のライフ

催の後継者育成セミナーや事業承継セミナーを案内。
また、
株式の引き

ステージに応じて
「創業」
「販路・仕入先開拓」
「海外進出・海外取引」
「経

継ぎなどについては税理士資格を有する職員による自社株の概算評価

営相談」
「技術相談」
「各種補助金」
「事業承継・M&A」
など、
各種支援を

といったサポートを行っています。

実施しています。
2014年10月から新たなコンサルティング機能強化体

一方、後継者が不在あるいは廃業を検討されている先に対しては

制をスタートさせ、
経営改善・事業再生を担ってきた経営改善室を
「事

M&Aを提案。
事業引き継ぎ支援センター、
信金キャピタルなどのM&A

業支援部」
に改め
（職員18名＝2019年7月）
、
4名のコーディネーター

仲介会社やケースによってはインターネットによる事業承継マッチング

がお客様と当金庫の橋渡し役として携わっています。
部内には税理士、

サイトをご紹介しています。
当金庫のM&Aでは、
譲渡案件においては自

中小企業診断士など専門性の高い資格を有する職員も在籍しています。

金庫内で引き継ぎ先を探すことから始めています。
譲渡企業が持つ優れ
た技術やサービスが当金庫のエリアから流出することを防ぐことも地域

―事業承継支援で心掛けている事があれば教えてください。

の活性化、
安定した雇用の確保につながると考えているからです。

当金庫がお客様のお手伝いをする際に大切にしていることは、
「あら

当金庫では、
このほかにもお客様のあらゆる課題に応じた事業承継・

ゆる経営相談に乗れる金融機関だ」
と認識してもらうことです。
そのため

M&Aのお手伝いをしていますので、
お気軽にご相談いただければ幸い

には、
本気でお客様の懐に飛び込み、
事業の発展をともに考え、
寄り添

です。
事業承継のご相談は、
お客様もなかなか話しづらいことです。
だか

うというスタンスを強め、
地域のお客様に当金庫の取組姿勢や本気度が

らこそ、
お客様の懐に飛び込み、
寄り添うことが大切であると考えていま

伝わる事が大切だと考えています。
なかでも事業承継支援は当金庫だけ

す。
今後もお客様とじっくり信頼関係を築いていくことを第一に考えてご

で取組することが難しく、
外部支援機関との連携がポイントとなります。

提案してまいります。

そこで当金庫では尼崎市内における事業承継支援に関する連携協定や
税理士法人との業務提携、
よろず支援拠点や各支援機関との連携を通
じて事業承継のサポートを進め
ています。
また経営に関するお
客様からのさまざまなご相談に
お応えできる職員の育成に向
け、
経営支援アドバイザーの養
成や職員向け研修を実施し、
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尼崎信用金庫
理事執行役員
今井 康裕さん

事業承継者インタビュー

BUSINESS SUCCESSION

100年企業をめざすために
承継しやすい土台づくりを
マルチ株式会社
代表取締役社長

地 元の信用金 庫だからこその
深い理解と的 確なアドバイスがある
兵庫県尼崎市。電子機器やソフトウェアなど制御系の製品開
発を行うマルチ株式会社は、現在の代表取締役会長である淺田

古林 直𣳾さん

1991年事業承継
（電子機器製造業）
尼崎市道意町7-1-3 ARICビル1F
☎06-6411-1701

自社を知る、魅せる取り組みから
ひょうごの成 長 期 待 企 業へ

敏躬さんが1974年に創業された会社です。現社長の古林直𣳾さ

2012年からの主な取り組み

んは、前職の会社で先輩だった淺田さんの誘いで、創業10年後に

としては、経営革新計画を策定

マルチ株式会社へ入社し、1991年に代表取締役社長に就任し

し、高かった原価率を下げまし

ました。尼崎信用金庫とは創業時からお付き合いがあり、淺田さ

た。また、知的資産経営報告書

んから古林さん、そして次の代へ受け継がれていく
「100年企業

の策定を通じて、自社の強みを

をめざす」
という想いに呼応した、
さまざまな助言や支援のご提案

把 握し、見えない資 産を“ 魅せ

をいただいてきました。
「 単に金銭的なやりとりに終わらない、当

る化”。
「 知的資産経営支援セミナーでは、会社の歴史を知るにも

社への深い理解と安心の信頼関係があります。」
と古林さんは語

いい機会だと、新入社員にも参加してもらいました」
と古林さん。

ります。2012年からは、100年企業へ向けてさらに成長していく

ほかにも、株の譲渡提案や取引先のマッチングなど、長年の信頼

ための、マルチ株式会社と尼崎信用金庫の二人三脚の取り組み

関係があるからこその“次の一手”を共有してきました。2015年

がはじまりました。

には、
「ひょうご中小企業技術・経営力評価制度」を活用し、ひょう
ご産業活性化センターの成長期待企業に選定されました。さらに
2018年には、取締役会非設置会社の制度を導入。
「 100年企業
になるために、なんとか承継しやすい会社にしたいと考えていま
す。そのためには、次の世代が自分たちの意思で会社を運営して
いける環境づくりが重要です。私の代で可能な限り自己資本比率
をあげておきたいですね」
と古林さん。100年企業をめざすという
明確な想いがあるからこそ、次の代を見据えた取り組みを実践さ
れています。
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商店街事業承継支援事業

！

役立

事業承継

補 助 金 情報

川西市

満載
つ情報

●川西市
産業振興課
☎072-740-1162

小規模事業者持続化事業支援補助金

●加西市
産業振興課
☎0790-42-8740

経済政策係

兵庫県中小企業融資制度 経営革新貸付

事業承継

資金調達情報
事業を承継した経営者個人が、株式の取得等のために
活用できる保証制度です。
対象 経済産業大臣の認定を受けた中小企業者の代表者
対象資金 株式等取得資金、事業用資産等取得資金、事業
用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金 等
保証限度額 2億8,000万円
保証期間 運転資金10年以内・設備資金15年以内（いずれ
も据置期間1年以内）
詳細は当協会ホームページまたはお電話でご確認を。
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｜事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご

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
（法の認定を受けた「中小企業者の代表者個人」「
、他の中小企
業者から承継する者」
「
、事業を営んでいない個人」も対象）
◆経営革新貸付－事業承継
限度額 1億円 利率 0.70％（固定）
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

支援機関（県全域）

支援機関（県全域）

特定経営承継関連保証のご案内

兵庫県

役立つ
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豊岡市内で商工会議所・商工会の伴走支援を受け事業
承継する若者・女性を対象に、承継時の開業費用等を補
助します。
対象経費 事業所工事費・賃借料、
設備購入費、
広告宣伝費等
補助額 対象経費の2分の1以内・上限100万円
事業期間 2020/2/20まで
（注）若者…2019/4/1時点で満45歳以下の者
その他詳細な条件や公募期間等については、豊岡市ホー
ムページを確認してください。

●豊岡市
環境経済部 環境経済課
☎0796-23-4480

載！
情報満

●兵庫県信用保証協会

創業支援補助金（事業承継）
豊岡市

加西市

市内で事業を行う小規模事業者を対象に、専門家指導
のもと策定した事業計画に基づき取り組む持続化事業
や事業承継にかかる費用の半分を補助します。
補助対象経費
機械器具備品の購入、店舗改修、販路開拓、宣伝広告費等
補助率 補助対象経費の2分の1、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。

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。
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」
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）

こうべしんきんステップアップファンド

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
詳しくは佐用町商工会0790-82-2218へお問い合わせください。

神戸信用金庫では、事業承継を契機とした新分野進出
等をサポートすべく、フューチャーベンチャーキャピタ
ル株式会社と提携し地方創生ファンドによる資金調達
を提案いたします。

●佐用町
商工観光課
☎0790-82-0670

金融機関

佐用町

中小企業者支援融資利子補給金交付事業

●神戸信用金庫
お客さまサポート部
☎078-321-7729

事業承継・集約・活性化支援資金

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）

●商工中金
神戸支店
☎078-391-7581

金融機関

金融機関

事業承継支援貸付

●日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
☎0120-154-505

事業承継・集約・活性化支援資金
金融機関

載！

情報満

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）

役立つ

事業承継

イベント情報

●日本政策金融公庫
神戸支店(中小企業事業)
☎078-362-5961

事業承継セミナー（尼崎経営塾）

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
を開催します。
開催日 10/3～12/3（計5回）
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

企業の後継者、または幹部候補生を対象にした事業承
継セミナーを開催します。
日程 9/21開講（全6回）
場所 尼崎市中小企業センター402号室ほか
定員 12名（先着順）
参加費 30,000円
申込方法 下記ホームページ内のお申込フォームから
締切 9/5必着
詳細は、当所ホームページまたはお電話でご確認を。

●神戸商工会議所
経営支援センター
☎078-367-2010

尼崎市

神戸市

神戸商工会議所 後継者塾

●公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構
事業課
☎06-6488-9501
事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご｜
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事業承継セミナー

後継者育成塾では事業承継において特に重要となる
テーマを中心に実務的な観点や課題を通じた学びの場
を提供します。事業承継を進めていく上で必要になる知
識・技術を効率的に学んでいただけます。後継者として
の心構え、経営者として必要な能力、後継者同士のネッ
トワーク作りにご利用ください。
日程 8/29、9/9、9/26、10/8、10/29、11/12
受講対象者 西宮市内で勤務の中小企業事業承継予定者か、経営幹部。
受講料 無料。詳細はお電話でご確認ください。

社長！ 肩の荷おろしませんか？
後継者へバトンタッチするための後継者育成や新体
制への移行には時間を要します。まだまだ先のことと考
えがちですが、早め早めの準備が大切です。本セミナー
をきっかけに事業承継を含めた計画を一緒に考えてみ
ませんか。
日時 9/4 18：30～20：30
場所 猪名川町商工会館 受講料 無料 定員 20名
詳細は、当会ホームページまたはお電話でご確認を。

●西宮商工会議所
中小企業相談所 経営支援課
☎0798-33-1131

猪名川町

西宮市

後継者育成塾（第4期生募集） 全6回

●猪名川町商工会
☎072-766-3012

事業承継セミナー・個別相談会

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 11/中旬（19：00～21：00）予定
場所 多可町商工会（中コミュニティプラザ）
定員 15社（先着順）
参加費 無料
申込方法 申込書をFAXまたは郵送で
※詳細は当会HP、
Facebookページ又はお電話でご確認を。

事業承継を考えている経営者や後継者を対象とした
事業承継セミナー及び個別相談会を開催します。
日程 10/2 13：30～16：30（予定）
場所 たつの市商工会館
講師 土屋 春行先生
受講料 無料
※詳細は決まり次第、当会ホームページに掲載します。

●多可町商工会
☎0795-32-2161

たつの市

多可町

事業承継対策・後継者育成セミナー

●たつの市商工会
☎0791-72-7550

事業承継セミナー

事業承継税制、事業承継計画の作成、後継者の育成な
ど具体的な課題解決方法を習得する事業承継セミナー
です。
日程 9/10、
9/17、
9/24
（全て火曜日）13：30～17：00 全3回
場所 太子町地域交流館
申込方法 申込書をFAX、メール、郵送で送付ください。
締切 9/5まで 参加費 無料
※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。

事業承継をお考えの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 10/10 18：00～20：00（予定）
定員 20名（先着順） 参加費 無料
申込方法 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。

●太子町商工会
☎079-277-2566

上郡町

太子町

事業承継セミナー

●上郡町商工会
☎0791-52-3710

事業承継セミナー

●佐用町商工会
☎0790-82-2218
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南あわじ市

佐用町

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。
開催日 11/7、11/14（全2日間）
時間 18:00～20:00
参加費 無料
※詳細決定後、ホームページでご案内をいたします。

事業承継セミナー
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 第1回：9/11 14：00～16：00
第2回：10/9 14：00～16：00
場所 南あわじ市商工会 定員 25名（先着順）
参加費 無料 申込方法 申込書をFAXまたは郵送で
締切日 第1回：9/9 ／ 第2回：10/7 ※必着
詳細は、ホームページまたはお電話でご確認を。

●南あわじ市商工会
（担当：土井）
☎0799-42-4721

事業承継セミナー
金融機関

載！

情報満

自社株対策について知りたい、後継者問題を抱えてい
る、M&Aによる第三者承継を検討している方を対象に、
講師をお招きして、自社株対策や相続税対策をテーマと
したセミナーを年2回開催しています。本セミナーでは、
個別相談会も実施していますので、事業承継でお悩みの
方は是非ご参加下さい。
※詳細が決まり次第HPでご案内致します。どうぞお気
軽にお問い合わせ下さい。

役立つ

事業承継

相談窓口など

●尼崎信用金庫
事業支援部
☎0120-26-0556

経営アドバイス

法人の事業承継の際の贈与税・相続税の負担を軽減す
る事業承継税制が10年間に限って大きく拡充されまし
た。個人事業者についても、円滑な世代交代を通じた事
業の持続的な発展の確保が喫緊の課題となっているこ
とを踏まえ、個人事業者の事業承継を促進するため、10
年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈
与税を100％納税猶予する「個人版事業承継税制」を創設
しました。

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。

●（公財）ひょうご産業活性化センター
☎078-977-9123

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：10/5、1/11
阪神・但馬・加古川：11/9、2/8
姫路・淡路・西脇：12/7、3/7
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

「兵庫県事業承継ネットワーク」事務局では、令和元年
5月より新しく1名のブロックコーディネーターを配置
し、3名体制となりました。各支援機関と連携しつつ、円
滑な事業承継の実現に向けて積極的なサポートを行い
ます。
また専門家派遣事業につきましても本年度大幅に拡
充をしております。県内中小事業者の事業承継支援にお
役立ていただきたく、制度の積極的な活用をお願いしま
す。

●兵庫県事業承継ネットワーク事務局
（（公財）ひょうご産業活性化センター）
☎078-977-9123

兵庫県事業引継ぎ支援センター
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）
☎078-367-6650

支援機関（県全域）

支援機関（県全域）

個者支援の体制強化

●中小機構 近畿
☎06-6264-8613

支援機関（県全域）

支援機関（県全域）

土曜・平日夜間相談

国

国

個人版事業承継税制の創設について

兵庫県中央会

経営相談室

経営について専門家(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。
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合せください。

●兵庫県中小企業団体中央会
経営相談室
☎078-331-0580
事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご｜
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日時 平日9：00～17：00
申込 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、加西商
工会議所、尼崎市中小企業センター、西宮商工会議所

●兵庫県よろず支援拠点
☎078-977-9085

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、新規事業で事業拡大を目指す方
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。

●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

円滑な事業承継に向けての総合的支援

事業の引継ぎをスムーズに行うためには事前準備が必
要です。経営者・後継者の方で事業承継をお考えの方は、気
軽にご相談ください。
また、専門家による個別相談会を毎月開催しています。日
時等の詳細につきましては、
電話にてお問合せください。
時間 平日9：00～17：00（年末年始除く）
場所 加東市商工会館
相談料 無料

龍野商工会議所は、中小企業・小規模事業所の皆様の
円滑な事業承継に向けて総合的に支援します。
◦課題を発見する「事業承継ヒアリング」
◦個別の課題解決を図る「専門家派遣」
◦円滑な承継を行うための「事業承継計画策定支援」
◦「補助金」や「優遇税制」の活用相談 など
お気軽にまずはご相談ください。

たつの市

加東市

事業承継相談窓口

●加東市商工会
経営支援課
☎0795-42-0253

●龍野商工会議所
☎0791-63-4141

香美町事業承継推進事業個別相談会

◦事業所の引き継ぎなど先行き不安な方
従業員等第三者への事業引き継ぎ、
またM&A等
◦親族内、
新しい担い手への「橋渡し」をオール朝来市で、地域総
力にてサポートいたします。

香美町と香美町商工会は、事業承継を検討している
町内事業者を対象に、専門家による個別相談会を実施
します。
◦事業承継に関する悩み、疑問にお答えします。
◦スムーズな事業承継に向けた事前準備として、事業承
継計画作成をサポートします。
ぜひお気軽にご利用ください。
※開催スケジュール等、詳細は香美町商工会へご確認く
ださい。

香美町

朝来市

あさご事業承継サポートセンター

●朝来市商工会
☎079-672-2362

●香美町商工会
本所
☎0796-36-0123

事業承継専門家派遣

家族内承継、第三者承継、M＆Aなど様々な事業承継の
ご相談をサポートします。
その他、起業や事業拡大、販路開拓等のご相談にも応
じます。
時間 平日9：00～17：00
※ご相談は予約制です。事前にお電話ください。
場所 丹波市商工会館内（丹波市氷上町成松140-7）
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。

神戸信用金庫では外部専門家機関と連携し、事業承継
にかかわる支援をいたします。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、事業再編、税務相
談など様々な問題についてご提案いたします。

事業承継｜事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご

金融機関

丹波市

事業承継の相談窓口

●Bizステーションたんば
☎0795-86-7888
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事業承継で後継者を目指しませんか！
神戸市

支援機関（県全域）

【事業承継】個別相談会

●神戸信用金庫
お客さまサポート部
☎078-321-7729

ひめしん無料経営相談所

神戸信用金庫では事業承継補助金の申請書作成支援
をいたします。事業承継を契機とした新たな取り組みへ
の設備投資等を検討されている方はご相談ください。

◦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。

●神戸信用金庫
お客さまサポート部
☎078-321-7729

金融機関

金融機関

事業承継補助金申請書作成支援

●姫路信用金庫
事業支援部
☎079-288-1121（代表）

事業承継に関する専門家派遣制度

毎月1回、日新信用金庫の本支店を会場にして、兵庫県
よろず支援拠点と共同で事業承継個別相談会を開催し
ています。
個別相談なので自社の状況に応じた具体的な課題を
相談いただけます。ぜひお気軽にご相談ください。
時間 13:00～・14:30～・16:00～
会場 日新信用金庫本支店（開催店舗は毎月変わります）
参加費 無料
※開催店舗等の詳細は下記の電話番号にお問い合わせください。

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。

●日新信用金庫
審査部 ソリューション事業室
☎078-912-4569

金融機関

金融機関

事業承継個別相談会

●日新信用金庫
審査部 ソリューション事業室
☎078-912-4569

土日相談窓口（事業相談）

●但馬信用金庫
事業支援部（担当：川上）
☎0796-23-1200

専門家

金融機関

当金庫とのお取引に関係なく、当金庫の営業エリア内
のお客様限定で、平日に十分な時間をとって事業相談が
出来ないという事業主様や経営幹部様を対象に、土日相
談を行っています。
事業承継に関する相談もお待ちしております。
日時 各月1回 土曜13：00～16：00 日曜9：00～15：00
申込 HPまたはFacebookの申し込みフォームから
料金 無料 場所 当金庫本店2階
詳細についてはHPまたは、お近くの但馬信用金庫窓口まで。

「創業／事業承継」に関する法律相談・専門家派遣
「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（一部の都道府県を除く）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！

●ひまわりほっとダイヤル
☎0570-001-240
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ONE POINT ADVICE

専門家が教える ワンポイント情報
テ ー マ：事 業 承 継 成 功 の ポ イント
事業承継を検討している企業では、企業ごとにそれぞれ状況は異なっているため、
「どんな企業でもこれをやっておけば大丈
夫！」
というポイントがあるわけではありません。改めて、中小企業が事業承継で困っている事例を確認して、
「 そうならないため
に」必要なポイントをご紹介します。

事例１【事業承継が始まらない・進まない】
中小企業で事業承継に困っている企業で、最も多いのはこのパターンではないでしょうか。

■後 継 者がいない

・息子は経営者として頼りないし、従業員に打診したが、あまりやる気が感じられない。
・借入が多額に残っており、自分が作った債務の保証人になってもらうのは申し訳ない。
・事業を引き継ごうと考えている人材はいるが、従業員は納得していないようだ。

■事 業 承継方法選択の問題

・事業承継には税金負担がかかると聞いた。損は絶対にしたくないが、やり方が全くわからない。
・何年か前に、税理士から税務リスクに留意した事業承継方法を紹介されたが、高額な税金負担のため、事業承継の話は進んでいない。

■手 続 面の問 題

・事業承継対策の必要性は理解しているが、目の前の仕事をこなすことを最優先としており、事業承継計画についてゆっくりと考える時
間がなく、後回しにしてしまっている。
・株主が分散しており、承継に必要な手続の同意が得られない。株主の集約が進まない。

事 例2【人的資源の流出】
事業承継を進めた上で、
「 人的資源の流出」が問題となる事があります。現社長には長年お世話になったので現社長には従うが、後継
者の息子には従う気になれないなどの理由で、事業における重要な人材が流出すると、突然経営が苦しくなる可能性もあります。

事 例3【事後的なトラブル】
事業承継後、事後的に金銭的トラブルなどが発生する事もあります。

■想 定していなかった税金負担

・専門家の助言を得ず、十分な検討をせずに進めた結果、事後的に高額の税金負担が発生した。

■親 族 間トラブルなど

・株式譲渡手続時に十分な説明なく進めてしまい、事後的に株式の買い取り請求などの親族間トラブルが発生した。
これらの事例はあくまで一例であり、様々な課題・問題が発生するのが事業承継です。
これについて、現経営者のみで対処するのは難し

いでしょう。そのため、
「 後継者側も主体となって事業承継を進める」事が大切です。言い換えると、後継者側が現経営者との意識の共有
のほか、早期・計画的な準備や正しい経営課題の現状認識などを持つことが成功のポイントと言えるでしょう。後継者側でプロジェクト
チームを作り、事業承継計画の作成、実行、見直しのプロセスを何度も繰り返しながら進めていく必要があります。
また、
このプロジェクトチームや現経営者に対して、必要な助言を行うことのできる事業承継に精通した専門家が、適切に関与すること
も重要なポイントとなります。専門家などにアドバイスを求めながら着実に事業承継を実行していきましょう。
最後に、みなさまの事業承継が、関係する全ての方にとっての成功となることをお祈りしております。

公認会計士
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畑山 直久
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創業をサポートする支援機関

BUSINESS SUPPORT

創業前に知っておくべきことを伝え、
よりよいスタートの追い風になりたい
≫

兵 庫県
中小企業 団 体中央 会

神戸市中央区下山手通4-16-3 兵庫県民会館3階
☎078-331-2045

―創業をお考えの方へどのような支援を行っていますか
当会の創業支援の一つとして、飲
食店の開業に特化した支援を行って

創業したあとに「もっと早く知っておけばよかった」
といったこ

います。
これから飲食店を始めたいと

とがないように。兵 庫 県中小 企 業 団 体中央 会では、
「 創 業 前に

お考えの方やすでに飲食店を開業さ

知っておいてほしいことを伝える」支援を心がけて行っています。

れている方を対象に、経営に役立つ

そのための具体的な支援はどのようなものなのか、兵庫県中小企

セミナーを開催しています。全5回に

業団体中央会・事業部の寺本さんにお話をお聞きしました。

わけて毎年開催しており、今年で10年目になります。飲食店業界の現
状、開業の心構え、開業計画の策定方法、立地・物件選びのポイント、

―どのような事業を展開していますか

接客の基本など、
開業前にぜひ知っておいてほしいことを、
経営的な視

私ども兵庫県中小企業団体中央会は、主に県下の中小企業組合

点にもとづきカリキュラム化しています。
セミナー受講者が、
自分自身で

及び中小企業者が会員となって組織された中小企業のための総合

開業計画書を埋められるようになることをセミナーの目標にしていま

支援機関です。中小企業組合の設立指導や運営支援、任意グルー

す。
飲食店に特化した開業セミナーは、
神戸では当会のみになります。

プなどの活動支援をはじめ、経営の合理化、新製品・新技術の開
発、情報化の推進などの支援を行っています。中小企業組合は、企

―他にはどのような創業支援を行っていますか

業が個々では対応できない課題を、協同して事業を行うことで解決

もう一つの支援は、クラウドファンディング大手のMakuakeと

することを目的にしています。経営課題に対応していくためには、企

提携し、新規事業やプロジェクトをお手伝いしています。
プロジェ

業同士が連携し、それぞれが保有するノウハウや経営資源を補完

クトのブラッシュアップから、共感を得られるようなページ制作の

し合うことが効果的です。

ノウハウまで。ここ数年のクラウドファンディングは広報としての

当会では、組合だけでなく個々の中小企業者への支援事業も展
開しています。具体的には、問題解決のための専門家派遣、
ＢＣＰ策
定支援、飲食店開業セミナーの開催、ひょうご特産品フェアの開

役割も大きいため、
リターン（返礼品）や写真撮影にこだわった魅
力発信にも注力しながら支援します。
また、
「クラウドファンディングを活用した創業後の事業拡大」

催、合同新人研修・若手リーダー研修、展示会へのグループ出展支

を知っていただくためのセミナーも開催していますので、お気軽に

援、新商品＆新サービス合同記者発表会の開催、クラウドファン

お問合せいただければと思います。

ディング を活用した創業支援などがあります。
※

※ある目的を達成するため、インターネットなどを通して不特定多数
の人から資金を集めることで、
「 croud（群集）」
と
「funding（資金
調達）」を組み合わせた造語

兵庫県
中小企業
団体中央会
事業部 連携推進課
課長
寺本 次夫さん
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先輩創業者インタビュー

FOUNDING 1

長年の夢だった
イタリアンバルを地元で開業
バル・イガーナ

伊賀 元俊さん

2017年4月開業
（イタリアン・バル）
神戸市須磨区離宮前町1-1-44
☎078-220-9201

「 大 好きな料 理をつくりながら
まだまだ働きたい」と開 業
山陽電鉄本線「月見山駅」改札出てすぐの好立地に、
イタリアンバ
ルをオープンした伊賀元俊さん。
もともとは機械メーカーで働いてい
ました。学生時代から料理をつくることが好きで、
アルバイトも飲食店
ばかりだったといいます。約40年間勤めた会社を定年後、
いつかもち

んは、実はセミナーに通いながら、同時進行で開店の準備も進めて
いました。
「どういう業態にするかなど、仲間たちと話し合い、物件も
探していました」続けて伊賀さんは、
「 地元である月見山で、近隣の
方々も気軽に通える店にしたい」
と、
レシピもどんどん増やしていきま
した。

飲 食 店の経 営に必 要なことを
網 羅したセミナーに感 謝
実際に飲食店開業セミナーを

たいと夢みていた
「自分の店」
の出店を決意。
「定年を迎えましたが、

受講してみて、伊賀さんが知らな

まだまだ働きたい。
自分のやりがいや生きがいになることをやってみ

かったことも数多くあったといい

たい。
それが、開業のいちばん大きなきっかけですね」
と伊賀さん。

ます。
「飲食店を経営するために、

そして、開業の準備のためにノウハウやセミナーをインターネット

知っておかなくてはいけないこと

で調べていたところ、
たまたま兵庫県中小企業団体中央会の「飲食

が網羅されていると感じました」

店開業セミナー」
を見つけます。
「受講料が驚くほどに安く、
さっそく

と伊賀さんは振り返ります。
「メニューづくり、経営、接客マナー、
リス

平成28年度の
「飲食店開業セミナー」
を受講しました」
と語る伊賀さ

クマネジメントなど。基本的なことはすべてセミナーで教えていただけ
ます。
セミナーで得た知識は今でも役に立つことばかりです」。
資金面では、退職金を含む自己資金ですべてまかないました。
「退
職金というと、一度は乗ってみたかった車を買うなどがよく聞く話で
すが、私の場合は開業資金にあてようと考えました」
と伊賀さん。
そして、2017年4月に晴れてオープン。今年は2周年記念イベント
を開催し、料理とお酒と音楽ライブで盛り上がりました。6月にも地元
のバンドを招きコンサートを開催するなど、
「 今後も地元の方々と
いっしょになって地域を盛り上げていくような店にしていきたい」
と抱
負を語ってくれました。
事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご｜
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先 輩 創 業 者インタビュー

FOUNDING 2

犬の目線に立ってケアできる
理想のサロンを実現
楽しむドッグサロン asioto

中学 生のころから思い描いた
トリマーの夢

前野 佐代子さん

2018年9月開業
（ドッグサロン）
宍粟市山崎町鹿沢55-20
☎0790-65-9092

犬や猫の毛を美しく整えることはもちろん、動物たちの健康に

以前の職場でお世話になった先輩のアドバイスのもと、創業資

も大きな影響を与えるトリミング。
トリマーの前野さんは、兵庫県

金は兵庫県信用保証協会の保証制度を利用して地元の金融機

宍粟市で「楽しむドッグサロン asioto」を経営しています。中学

関からの融資を受けることに。さらに店舗改装や設備の購入等を

生のころから犬が好きで、将来は犬に関わる仕事に就きたいと考

対象とする宍粟市の起業家支援事業も利用し、2018年に念願

えていた前野さんは、専門学校でドッグトレーニングに関する知

のサロンをオープンしました。

識と技術を習得。その後改めてトリミングの専門学校で学び、卒

す。その中で、
とにかく数をこなすことを最優先に考え流れ作業に

犬たちが喜んで
入店してくれるサロンに

なっている多くのサロンを目の当たりにし、
「 一匹一匹にじっくり

開 業することで、
「自分 が 理

向き合えるサロンを作りたい」
という想いのもと、創業を決意しま

想とするケアを実現できるよう

した。

になったことがうれしい」
と話す

業後はさまざまな方針や客層の店舗を周りながら修業を重ねま

前野さん。asiotoでは、
じっくり
と時 間をかけて犬との 信 頼 関
係を結びます。犬のことを最 優
先に考えることで、
「うちのサロンは犬たちがよろこんで入店してく
れる」
と笑顔がこぼれます。そのために無理をせず時間調整でき
ることも、自身で経営している利点の一つ。飼い主さんが望む時間
通りの対応が難しくなることもありますが、サロンの方針を事前
に説明し、納得していただけるからこそ、前野さんにトリミングを
してほしいという飼い主さんが後を絶ちません。
「常に新しい技術を磨きつつ、今の自分の考え方を大切にして
犬たちと向き合っていきたい」そう話す前野さんの隣では、看板犬
のしぐれとりんごが今日も元気に走り回っています。
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地域商業活性化支援事業

！

役立

創

業

補 助 金 情報

神戸市

満載
つ情報

神戸市では、商店街・小売市場の空き店舗対策として、
空き店舗区画に新規店舗を誘致する事業を支援します。
対象者 市内の商店街・小売市場の団体及びその連合体
補助率 3分の1以内
補助限度額 30万円
※補助率、上限額とも事業内容によって異なりますの
で、詳細は、当市ＨＰまたはお電話で問合せください。

●神戸市
商業流通課
☎078-984-0346

空き店舗出店促進事業補助金

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
※条件等は当市ＨＰまたはお電話でお問い合わせくださ
い。

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。

●芦屋市
地域経済振興課
☎0797-38-2033

伊丹市

芦屋市

活力あるまちなか商店街づくり促進事業補助金

●伊丹市
商工労働課
☎072-784-8047

空き店舗等出店促進補助金

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。

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
商工勤労課
☎0797-77-2011

宝塚市

宝塚市

商店街空き店舗活用事業補助金

●宝塚市
商工勤労課
☎0797-77-2011

地域交流促進等施設設置・運営支援事業

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。
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。
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
産業振興課
☎072-740-1162

川西市

川西市

新規出店支援事業

●川西市
産業振興課
☎072-740-1162
事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご｜
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新事業支援事業

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。
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。
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
補助率 4分の1 補助期間 1年

●川西市
産業振興課
☎072-740-1162

●川西市
産業振興課
☎072-740-1162

中心市街地空き店舗活用促進補助金

三田市では、市内の空き店舗を活用して事業を開始する
創業者を対象として、その改装に要する経費を補助します。
補助限度額 50万円
対象者 特定創業支援事業を受け、市の証明を受けた者で
空き店舗を購入又は賃借して新たに事業を営む者
対象経費 空き店舗の改装に係る経費
補助率 2分の1以内
※その他にも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2分の1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）。

産業政策課

加古川市

三田市

空き店舗リニューアル創業支援補助金

●三田市
地域創生部 産業戦略室
☎079-559-5085

●加古川市
産業振興課
☎079-427-9756

新規開設IT関連事業所賃料助成事業

稲美町内で新規創業される人に対して、創業に要する
経費の一部を補助します。
補助対象者 稲美町商工会が実施する創業塾を受講し、町
内で新規創業される事業者
補助金額 新規創業に要する経費の3分の2以内（上限20
万円）
※詳しくは、下記までお問い合せください。

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4分の3以内を補助（月7.5万円を上限）
②通信回線使用料の4分の3以内を補助（月7.5万
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

西脇市

稲美町

創業支援補助金

●稲美町
経済環境部 産業課
☎079-492-9141

●西脇市
産業活力再生部 商工観光課
☎0795-22-3111

空き店舗活用補助金

西脇市では、起業・第二創業にチャレンジする事業者
をを対象として、経費の一部を補助します。
対象者 市内で起業または第二創業を行う事業者
対象経費 改修工事費、備品購入費（単価10万以上）、機器
等導入費、広告宣伝費、事業所賃借料
補助率 上記対象経費の2分の1（上限100万円）
受付期間 8/1～9/6
※その他条件等がありますので、当市ＨＰまたはお電話
で

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2分の1補助：上限月額5万円（1年間）
●空き店舗の改装費2分の1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。

創業｜事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご

加西市

西脇市

起業・第二創業促進支援事業

●西脇市
産業活力再生部 商工観光課
☎0795-22-3111
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川西市

川西市

商店街空き店舗再生支援事業

●加西市
産業振興課
☎0790-42-8740

創業・起業支援補助金

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20分の1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。

多可町内に事業所の拠点を置き、創業・起業される町
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 増改築費、設備および備品の購入費、広告宣伝
費、試作費など
補助額 対象経費の3分の2以内 上限20万円
※詳しくは下記までお問い合わせください。

●加西市
産業振興課
☎0790-42-8740

多可町

加西市

店舗・オフィス立地補助

●多可町
商工観光課（担当：後藤）
☎0795-32-4779

空き家活用支援事業

多可町で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、多可町の補助制度をご利用いただ
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）
※詳しくは下記までお問い合わせください。

空き家を住宅、事業所として活用する方に改修費を補
助します。
条件 6か月以上居住その他の使用がされていない住宅
または町の空き家バンクに登録されている住宅で、補助
対象経費が100万円以上（住宅）、150万円以上（事務所）
のもの等
補助額 補助対象経費の5分の2（上限あり）
※詳しくは下記までお問い合わせください。

●多可町
商工観光課（担当：後藤）
☎0795-32-4779

多可町

多可町

IT関連事業所振興支援事業補助金

●多可町
定住推進課（担当：笹倉）
☎0795-32-4776

まちなか・商店街創業支援事業補助金

「創業支援事業等計画」で定められた「特定創業支援事
業（特定創業セミナー）」による支援を受けた方のうち、
創業日以降2年未満の方の自社の広告宣伝費の一部を助
成します。

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。

●姫路市
産業振興課
☎079-221-2513

姫路市

姫路市

スタートアップ支援事業補助金

●姫路創業ステーション
☎079‐223‐6557

商店街空き店舗等活用事業補助金

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。

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。

●姫路商工会議所
中小企業相談所
☎079‐223‐6555

相生市

姫路市

商店街空き店舗対策事業

●相生商工会議所
☎0791‐22‐1234
事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご｜
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商店街空き店舗等活用事業補助金

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
2分の1補助：上限100万円
●設備・備品等にかかる経費
2分の1補助：上限100万円
※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。

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2分の1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
ください。

赤穂市

たつの市

創業支援事業

●赤穂市
産業観光課
☎0791-43-6838

●たつの市
商工振興課
☎0791-64-3158

創業支援補助金

太子町では、町内で創業しようとする方を支援するた
め、創業の際に必要な広告宣伝費の支援を行います。
対象経費 チラシ制作費、広告掲載費、看板作成費など
補助金額 対象経費の2分の1（上限10万円）
対象となる事業を行う前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。

町内で起業し、事業所開設、それに伴う経営支援への
補助金
●事業所開設支援事業：土地及び建物の取得、建築、賃
借、改修経費、機械装置及び設備の購入、賃借、改修、修
繕等経費、車両、工具若しくは備品購入及び賃借経費
補助率 2分の1（補助限度額50万円）
●経営支援事業：専門家に係る経費、市場調査に係る
経費、展示会及び見本市への出店に係る経費
補助率 2分の1（補助限度額30万円）

上郡町

太子町

起業家支援事業補助制度

●上郡町
産業振興課 商工観光係
☎0791-52-1116

●太子町
産業経済課 商工観光係
☎079-277-5993

IT関連事業所開設支援事業補助金

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
※詳しくは佐用町商工会0790-82-2218へお問い合わせ
ください。

空き店舗等にＩＴ関連事業所を開設する事業者を対
象として、経費の一部を補助します。
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 4分の1（指定事業者2分の1）
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

佐用町

中小企業者創業支援事業

●豊岡市
環境経済部 環境経済課
☎0796-23-4480

●佐用町
商工観光課
☎0790-82-0670

創業支援補助金

経済政策係
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豊岡市
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創業・第二創業補助金

豊岡市内で商工会議所・商工会の伴走支援を受け創業
する若者・女性を対象に、創業時の初期費用を補助しま
す。
対象経費 事業所工事費・賃借料、設備購入費、広告宣伝費等
補助額 対象経費の2分の1以内・上限100万円
事業期間 2020/2/20まで
（注）若者：2019/4/1時点で満45歳以下の者
※その他詳細な条件や公募期間等については、豊岡市
ホームページを確認してください。

●豊岡市
環境経済部 環境経済課
☎0796-23-4480

企業支援係

養父市では、市内で事業所等を設け、創業・第二創業さ
れる方を支援するため、補助金をご用意しています。
対象経費 人件費、工事・修繕費、設備・備品等購入費、賃借
料、広告宣伝費ほか
補助率等 対象経費の2分の1（補助上限額100万円）ただ
し女性、40歳未満、移住者の方は、補助率3分の2
※その他条件等がございますので、当市ホームページ又
はお電話などでお問い合わせください。

●養父市
商工観光課
☎079-664-0289

和田山駅前活性化事業

朝来市では、市内の空家・空き店舗を活用して新たに
出店される方に対して、店舗改装費や家賃など出店にか
かる経費の一部を補助します。
補助金額
●店舗改装費用の2分の1以内で上限60万円
●家賃の2分の1以内で上限月5万円（2年間）
●買取費用の2分の1以内で上限120万円
※申請される際には、朝来市商工会の推薦が必要となり
ますので、事前に朝来市商工会にご相談ください。

朝来市では、和田山駅前地域の空家・空き店舗を活用
して新たに出店される方に対して、店舗改装費や家賃な
ど出店にかかる経費の一部を補助します。
補助金額
●店舗改装費用の3分の2以内で上限120万円
●家賃の3分の2以内で上限月10万円（2年間）
●買取費用の3分の2以内で上限240万円
※申請される際には、朝来市商工会の推薦が必要となり
ますので、事前に朝来市商工会にご相談ください。

●朝来市 経済振興課 ☎079-672-2816
●朝来市商工会 ☎079-672-2362

朝来市

朝来市

にぎわい創出事業

●朝来市 経済振興課 ☎079-672-2816
●朝来市商工会 ☎079-672-2362

起業者支援事業

町内で創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満20歳以上の方で、１年以内に創
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
徴収金に滞納のない方。
〇創業に係る経費の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くださ
い。

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。

●香美町
観光商工課
☎0796-36-3355

新温泉町

香美町

起業・創業支援事業補助金

●新温泉町
商工観光課
☎0796-82-5625

女性・若者起業支援事業

丹波市では、市内で事業所等を設け、新規に起業する
方を支援するため、新規起業者支援事業補助金をご用意
しています。
補助内容 店舗等賃貸料支援
補助対象業種 小売業、飲食業、サービス業で市が認める
業種
補助額等 12ヶ月間 1ヶ月当たり上限8万円
※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。

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。

●丹波市
産業経済部 新産業創造課
☎0795-74-1464

洲本市

丹波市

新規起業者支援事業補助金

●洲本市
産業振興部 商工観光課
☎0799-24-7613

新規起業者支援事業補助金

洲本市内にIT関連事業所を開設し、兵庫県のIT戦略推
進事業（IT事業所開設支援）補助制度を受けた場合、加え
て洲本市の補助制度として経費の一部を補助します。
対象経費 事業所開設時：①建物改修費、②事務機器取得費
開設後3年間：③賃借料、④通信回線使用料
補助率 4分の1
補助限度額 ①上限50万円（空家の場合プラス50万円）、
②上限25万円、③④月上限2.5万円

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
産業振興部 商工観光課
☎0799-24-7613

淡路市

洲本市

IT関連事業振興事業

●淡路市 商工観光課 ☎0799-64-2542
●淡路市商工会 ☎0799-62-3066
事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご｜

創業

21

兵庫県中小企業融資制度 新規開業貸付

！

役立

創

業

資金調達情報
兵庫県

会社を設立し、新たに事業を開始する方、営業開始後
１年未満の方を対象に、経営者保証なしの貸付です。
限度額 500万円 利率 0.45％（固定）
期間 7年以内（据置期間1年以内）
条件 取扱金融機関から、貸付額の１割以上の金額のプロ
パー融資を経営者保証なしで原則同時に受けられる方
※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

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。
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）

各事務所・支所

☎078-393-3900（代表）

支援機関（県全域）

支援機関（県全域）

再挑戦を図るための資金調達を支援します。
対象 事業を廃止または会社を解散した経験を有する方
で、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 2,000万円（創業関連保証との合算）
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。

（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。）

地域活力向上保証「ふるさと」
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。

●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）

起業アシスト資金融資

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2分の1を助成します。

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3分の1を助成します。
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尼崎市

尼崎市

起業パワフルアシスト資金融資

●公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構
☎06-6488-9565
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創業に関する保証制度のご案内

●兵庫県信用保証協会

再挑戦支援保証のご案内

●兵庫県信用保証協会

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％（固定）
期間 7年以内（据置期間1年以内）
資金使途 設備資金・運転資金
※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

支援機関（県全域）

兵庫県中小企業融資制度 経営者保証免除貸付

兵庫県

満載
つ情報

●公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構
☎06-6488-9565

起業家支援資金融資制度

第二創業等支援資金融資

●公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構
☎06-6488-9565

西宮市

尼崎市

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10分の3を助成します。

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 10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。

●西宮市
商工課
☎0798-35-3326

起業家等支援資金融資あっせん制度

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31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4分の1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。
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。

●伊丹市
商工労働課
☎072-784-8047

宝塚市

伊丹市

中小企業振興融資制度（創業資金）

●宝塚市
商工勤労課
☎0797-77-2011

起業家支援資金

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。
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。
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)

●宝塚市
商工勤労課
☎0797-77-2011

川西市

宝塚市

起業融資活用者利子補給金

●川西市
産業振興課
☎072-740-1162

創業支援融資制度

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。
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2分の1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。

●明石市
産業政策課 商工係
☎078-918-5098

加古川市

明石市

融資制度（創業支援資金）

●加古川市
産業振興課
☎079-427-9756
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創業・再挑戦支援資金保証料補給

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（1年間に30万円が上限）
対象者 当市創業支援等事業計画に定める特定創業支援
等事業を受けた者
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2分の1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。

●高砂市
生活環境部 環境経済室
☎079-443-9030

産業振興課

西脇市

高砂市

創業者支援制度について

●西脇市
産業活力再生部 商工観光課
☎0795-22-3111

創業支援資金等保証料補給

三木市では、市内で新規に開業しようとする方を支援
するため起業家支援資金融資斡旋制度をご用意してい
ます。
限度額 1,000万円 利率 1.1％
期間 運転資金5年以内、設備資金7年以内
※ともに据置期間1年以内
補助 信用保証料の2分の1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。

市内で創業しようとする事業者等への支援として、創
業時等の借入にかかる保証料の半分を補助し、事業を立
ち上げる際の負担を軽減します。
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2分の1を補助

●三木市
商工振興課
☎0794-82-2000

加西市

三木市

起業家支援資金融資斡旋制度

●加西市
産業振興課
☎0790-42-8740

信用保証料の助成

運転資金、設備資金に活用ください。
受付期間 2019/4/1～2020/3/31
①運転資金（５年以内） 500万円上限
②設備資金（５年以内） 1000万円上限
融資利率 1.1パーセント
信用保証料の2分の1を町が補助します。
※詳しくは下記までお問い合わせください。

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。
対象融資 新規開業貸付
対象保証 創業関連保証、地域活力向上保証「ふるさと」
助成率 20％
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。
※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。

●多可町
商工観光課（担当：後藤）
☎0795-32-4779

姫路市

多可町

中小企業事業資金融資（保証料補給）

●姫路市
産業振興課
☎079-221-2505

中小企業経営安定資金融資制度

●赤穂市
産業観光課
☎0791-43-6838
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太子町

赤穂市

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。
限度額 1,000万円
利率 1.05％
期間 84ヶ月以内
補助 信用保証料の2分の1を当市が補助
※詳細は、お電話でお問い合わせください。

創業者融資保証料補助制度
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。
補助
創業融資にかかる信用保証料の2分の1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。

●太子町
産業経済課 商工観光係
☎079-277-5993

中小企業融資制度（開業資金）

運転資金、設備資金に活用ください。
融資条件
受付期間：2019/4/1～2020/3/31
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。

養父市では、市内で新たに起業・創業する方を支援す
るための中小企業融資制度（開業資金）をご用意してい
ます。
融資限度額 2,000万円
利率 0.80％
融資期間 10年以内
補助／利子補給金 年率0.80％（5年間交付）
※その他条件等がございますので、当市ホームページ又
はお電話などでお問い合わせください。

●豊岡市
環境経済部 環境経済課
☎0796-23-4480

商工振興係

養父市

豊岡市

中小企業融資制度

●養父市
商工観光課
☎079-664-0289

中小企業振興資金融資制度

朝来市では、融資申込日に朝来市内に居住する方で、
朝来市商工会等の指導、支援を受け新規に事業を開始す
る事業計画を有する方を支援するため融資制度をご用
意しています。
融資限度額 3,000万円 融資期間 10年以内
融資利率 0.91％（令和元年度）
補助 金融機関に支払った利子全額（延滞利子除く）を借
入実行日から3年間補助（ただし、融資期間が5年以上に
限る）又は信用保証料の2分の1を補助

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2分の1を当町が補助
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明のほ
か町が定める事業計画等の認定を受けた方は4分の3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。

●朝来市 経済振興課 ☎079-672-2816
●朝来市商工会 ☎079-672-2362

新温泉町

朝来市

中小企業融資制度（開業資金）

●新温泉町
商工観光課
☎0796-82-5625

たんぎん創業サポートローン

洲本市では、市内で新規に開業しようとする方に起業
家支援資金融資制度をご用意しています。
融資限度額 500万円
利率 年利0.45％
期間 7年以内（措置期間1年以内）
※その他要件等がありますので、当市ＨＰまたはお電話
でお問い合わせ下さい。

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。

●洲本市
産業振興部 商工観光課
☎0799-24-7613

金融機関

洲本市

起業家支援資金融資制度

●但馬銀行
法人営業部
☎0796-24-2133

こうべしんきん創業サポートローン

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。

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）

●みなと銀行
法人業務部
☎078-333-3201

金融機関

金融機関

創業者向けローン『船出』

●神戸信用金庫
審査部
☎078-321-7743
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にっしん創業サポート資金

当金庫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
取扱しております。
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事
業支援部までお問い合わせ下さい。

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。

●尼崎信用金庫
事業支援部
☎0120-26-0556

●日新信用金庫
審査部 ソリューション事業室
☎078-912-4569

たんしん創業サポートローン

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 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。

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）
限度額 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。

金融機関

金融機関

淡信創業サポートローン

●淡路信用金庫
業務部
☎0799-22-1020

●但馬信用金庫
事業支援部
☎0796-23-1200

なかしん空き家活用ローン

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

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

金融機関

金融機関

なかしん創業支援ローン

●中兵庫信用金庫
営業推進部
☎0120-748-915

●中兵庫信用金庫
営業推進部
☎0120-748-915

たんよう創業応援ローン（当貸型）

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）

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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金融機関

金融機関

なかしん空き家再生サポート

●中兵庫信用金庫
営業推進部
☎0120-748-915
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金融機関

金融機関

創業に関する融資・ファンド商品

●但陽信用金庫
営業推進部
☎0120-200-707

新規開業資金
金融機関

役立つ

創

ベンチャー型事業承継の推進

好評の創業フェアを初めて姫路で開催します。
先輩創業者のトークセッションや、中小企業診断士に
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、中小企業診断
士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 11/7 13：00～17：00
開催場所 姫路商工会議所本館7階
※詳細は当協会ＨＰまたはお電話でご確認を。

●兵庫県信用保証協会
経営支援室 創業・経営支援課
☎078-393-3920

創業・第二創業、経営革新に取り組む中小企業等を支
援するため販路開拓や資金調達を目的とした企業が、
自社のすぐれた商品やサービスについてプレゼンテー
ションし、バイヤーや販路開拓員、金融機関、投資会社等
とのビジネスマッチングの機会を提供します。
発表企業の募集期間 10月上旬～11月下旬
開催日時 2/4、2/5
（予定）
開催会場 神戸市産業振興センター9階会議室

●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

「創業カフェ U－29」を開催します！
学生を含む29歳以下の若者の創業を応援します！
若い先輩経営者の体験談を聞いたり、ともに創業を目
指す若者同士気軽に交流できるイベントです。一緒に頑
張る仲間を作ったり、情報交換したりしませんか？ご参
加をお待ちしております。
開催日時 12/1 14：00～17：00
開催場所 WAY OUT（神戸市中央区磯辺通2-2-10 ワン
ノットトレーズビル2Ｆ）
対象者 29歳以下の若者で創業に興味のある方や創業間もない方
※詳細は今後当協会ＨＰでご案内いたします。

●兵庫県信用保証協会
経営支援室 創業・経営支援課
☎078-393-3920

支援機関（県全域）

支援機関（県全域）

ひょうご・神戸チャレンジマーケット

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。

●近畿経済産業局
産業部 創業・経営支援課
☎06-6966-6014

支援機関（県全域）

支援機関（県全域）

「創業フェアはりま」を開催します！

女性起業家応援プロジェクトLED関西
国

国

●近畿経済産業局
産業部 創業・経営支援課
☎06-6966-6014

業

イベント情報

●日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
☎0120-154-505

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。

載！

情報満

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。
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）
※詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

飲食店開業セミナー
これから飲食店を始めたいとお考えの方やすでに飲
食店を開業されている方を対象に飲食店の経営に役立
つセミナーを開催いたします。開業前に必要な資格や手
続き、魅力的なお店づくりや繁盛店のつくり方など、開
業前に絶対に知っておきたいことについて専門家がわ
かりやすく説明いたします。
日程 10/8、10/21、11/5、11/19、12/3
場所 兵庫県民会館（神戸市中央区）
参加費 12,000円

●兵庫県中小企業団体中央会
事業部 連携推進課（担当：寺本）
☎078-331-2045
事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご｜
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創業基礎セミナー

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 9/5～9/6
場所 神戸国際展示場（神戸ポートアイランド）

創業時に必須の「税務・資金調達」
「 社会保険・労務管
理」
「法人設立」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）

●国際フロンティア産業メッセ2019実行委員会
出展・来場について：06-6946-3384（日刊工業新聞社）
事業について：078-306-6806
（公益財団法人 新産業創造研究機構）

神戸市

支援機関（県全域）

国際フロンティア産業メッセ2019

●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

神戸商工会議所

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・会場 調整中

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2019」を開催します。
日程 9/7～9/28 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
※10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。

●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

神戸市

神戸市

KOBE大創業者祭

●神戸商工会議所
中央支部
☎078-367-3838

第４回あまがさきビジネスプランコンテスト

●公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構
事業課
☎06-6488-9501

尼崎商工会議所

尼崎商工会議所創業チャレンジセミナー

創業｜事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご

尼崎市

尼崎市

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"
「創業塾」を開催します。
日程 10/26～11/30 10：00～17：00
毎週土曜日 全５回 ※11/23(土・祝)を除く
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）
締切 定員に達し次第〆切り
※詳細は、
当所ホームページまたはお電話でご確認を。

大学や短期大学が多数あり若者が集う地域であるこ
とから、創業への意識や知識取得の意欲を高めるための
創業セミナーを開催します。
(この事業は阪神南県民センターとの共催事業です。）
日程 令和2年2～3月頃
場所 尼崎創業支援オフィスアビーズ（予定）
申込方法 詳細は決定次第ホームページでご案内いたし
ます

●公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構
事業課
☎06-6488-9501

創業塾2019

●尼崎商工会議所
経営支援グループ
☎06-6411-2254
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令和元年度 若者向け創業セミナー
尼崎市

尼崎市

創業者の発掘を目的に、尼崎から新しいアイディアと
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、オールあまがさき体制で事業化までサポートし
ます！
また、令和2年1月下旬には最終審査会を開催します。
（主催：あまがさきビジネスプランコンテスト実行委員会）
募集期間 7/4～9/5
選考期間 9月～1月下旬
最終審査会 1月下旬。尼崎市中小企業センター1Fにて

KCCI創業塾

これから創業される方・創業間もない方を対象に、創業
にチャレンジするきっかけづくりとして、先輩起業家体
験談と今年度創業塾の概要説明を2部構成で行います。
日程 9/21 14：00～16：00
場所 尼崎商工会議所会議室
定員 30名（先着順）
参加費 無料
締切 定員に達し次第〆切り
※詳細は、
当所ホームページまたはお電話でご確認を。

●尼崎商工会議所
経営支援グループ
☎06-6411-2254

芦屋市商工会

女性起業家を対象としたセミナーを開催します。起業
にチャレンジしたい方、事業をより大きくしたい方など
西宮市内の女性起業家を対象としたセミナーです。
日時 令和2年2月開催予定
場所 東館大ホール(予定) 定員 50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
※詳細が決まり次第、ホームページ等で申込書を公表し
ます。

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 1/19、1/26、2/2、2/9 全4回・全て日曜日
場所 芦屋市商工会館（芦屋市公光町4-28）
参加費 3,000円（税込）
定員 30名（申し込み多数の場合、抽選）
締切 1/9 必着
申込方法 HP・電話・FAX
※詳細情報は12月頃にアップする予定です。

●西宮市
商工課
☎0798-35-3387

芦屋市

西宮市

女性起業家ステップアップセミナー

第12回創業塾

●芦屋市商工会
☎0797-23-2071
FAX 0797-32-4117

女性起業塾

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 10/26～11/16 全て土曜日 全4回
場所 伊丹商工プラザ
※詳細は、当所ホームページまたはお電話でご確認を。

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 11/21、12/5、12/17
時間 10：00～12：00
受講費 500円/回
内容 SNSを活用したプロモーション講座等
※申込方法、実施場所や詳しい講座内容については、11
月頃に市広報誌や市ホームページにてお知らせします。

●伊丹商工会議所
経営支援課
☎072-775-1221

女性参加者限定

川西市

伊丹市

創業塾

●川西市
産業振興課
☎072-740-1162

起業支援セミナー

●川西市商工会
（担当：石原）
☎072-759-8222

三田市

川西市

川西市商工会主催で起業支援セミナーを開催します。
日程 ①10/4 ②10/11 ③10/18 ④10/24 ⑤10/25
時間 ①9：00～11：30（終了後懇親会有）
②～④9:30～12：00
⑤9：00～12：30 ※５日間コースとなります。
場所 川西市商工会館（兵庫県川西市出在家町１－８）
参加条件 女性のみ 定員 先着10名程度 参加費 無料
※内容やお申し込み方法等の詳細はお電話にてご確認
ください。

第7期実践創業塾
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 1/18、1/25、2/1、2/8 （予定）
場所 三田市商工会館
申込方法 参加申込書をFAX・メール・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。

●三田市商工会
（担当：小林）
☎079-563-4455

加古川商工会議所

創業に必要なことがしっかり学べる５日間です。
創業の心構えやキャッチコピーの作り方、創業計画書
の作成他
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26
時間 13：00～16：00 場所 猪名川町商工会館
参加費 1,000円（税込） 定員 15名（先着順）
対象 猪名川町内で創業を予定されている方他
申込方法 参加申込書をFAXまたはウェブサイトでも受付
※詳細は、当会ホームページまたはお電話でご確認を。

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 9/14～10/5 全て土曜日 全4回
場所 加古川商工会議所4階大会議室
定員 40名（先着順）
参加費 5,000円（税込）
締切 未定（9/12予定）
※詳細情報は今後ＨＰ等でご案内いたします。

●猪名川町商工会
☎072-766-3012

加古川市

猪名川町

いながわ創業支援セミナー2019

創業塾2019

●加古川商工会議所
中小企業相談室 指導課
☎079-424-3355
事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご｜
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播磨町商工会

創業セミナー2019

●播磨町商工会
☎079-435-1630

にしわき創業塾

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形にすることを目的とし
ます。
日時 9/14、9/28、10/5、10/12、10/19 全5回
場所 西脇市茜が丘複合施設みらいえ
定員 20名 参加費 1,000円
※詳細はお電話でご確認をお願いします。

●西脇商工会議所
中小企業相談所
☎0795-22-3901

産業活性化センターかさい創業塾

三木市中小企業サポートセンター、吉川町商工会、兵
庫県信用組合など連携機関による共催事業として来年2
月頃に創業塾を開催する予定。
詳細は未定。

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 1月中旬から下旬（予定） 毎週土曜日 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。

加西市

三木市

創業塾（2020年2月頃に開催予定）

●三木商工会議所
☎0794-82-3190

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

加東市、加西市、西脇市、多可町で創業をお考えの方を
対象に創業セミナーを開催します。
（参加無料・要予約）
「ニーズの2歩先」でファン顧客を3倍にする方法
～すぐに使える“ファン顧客獲得”の処方箋～
日程 11/28 13：30～15：30
場所 加東市役所２階 201会議室
講師 一圓克彦氏（顧客リピート総合研究所㈱代表取締役）
主催 加東市、加西市、西脇市、多可町

加東市商工会
加東市

加東市、加西市、
西脇市、多可町

創業起業支援セミナー

●加東市
産業振興部 商工観光課
☎0795-43-0530

創業塾

マーケティングや税務の知識、助成金から融資による
資金調達まで起業のために必要な知識をじっくり学べ
ます。
日程 令和2年1月～2月ごろ
会場 加東市商工会館
※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。
※税制や融資の優遇措置対象講座です。
※創業のご相談はお気軽にどうぞ。

●加東市商工会
創業支援室
☎0795-42-0253

創業塾2019

多可町内で創業や第二創業をお考えの方々を対象に、
多可町創業支援セミナーを開催する予定です。詳細は多
可町ホームページ等でご案内します。
日程 2月ごろ
場所 多可町役場
定員 20名程度
参加費 無料

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「創業塾」を開催します。
日程 10/初旬～11/初旬（19:00～21:00） 予定
場所 多可町商工会（中コミュニティプラザ）
定員 15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
※詳細は当会HP、Facebookページ又はお電話でご確認
を。

創業｜事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご

多可町

多可町

多可町創業支援セミナー

●多可町
商工観光課（担当：後藤）
☎0795-32-4779
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西脇市

播磨町

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 9/28、10/5 両日とも土曜日 全2回
場所 播磨町商工会館 定員 20名（先着順）
参加費 未定
申込方法 参加申込書をFAXまたは郵送で
締切 未定
※詳細は、当会ホームページまたはお電話でご確認を。

西脇商工会議所

●多可町商工会
☎0795-32-2161

姫路市商工会

日程 ①10/2～10/30（毎週水曜日）全5回
②11/6～12/4（毎週水曜日）全5回
対象 創業予定の方・創業後間もない方 定員 30名
会場 姫路商工会議所
受講料 無料 ※各日程とも同じ
※都合により、変更・中止する場合がございます。
※詳細は当所ホームページまたは電話にてご確認下さい。

概ね1～2年以内を目途に創業予定の方、または創業後
間もない方を対象にした「ひめじ創業塾」を開催します。
日程 11/2～11/30 全5回
場 所 姫 路 市 立 城 内 図 書 館 、コ ワ ー キ ン グ ス ペ ー ス
SHARES（11/9、11/23）
定員 20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
締切 10/25
※詳細は、当会ホームページまたはお電話でご確認を。

姫路市

姫路市

姫路商工会議所 ひめじ創業塾2コース

ひめじ創業塾

●姫路市商工会
経営支援係
☎079-336-1368

●姫路商工会議所
☎079-223-6557

創業・第二創業セミナー

新たに事業を起こそうとしている方や創業間もない
方を対象に経営・財務・販路拡大・人材育成などの事業に
必要な経営実務を学び、事業計画を策定する創業塾を開
催します。
日程 9/18、25、
10/2、9、
16、23、
30
（全て水曜日 全7日間)
いずれも19：00～21：00
会場 相生商工会議所 受講料 無料
※詳細は、当商工会議所ホームページまたはお電話でご
確認ください。

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 未定（令和2年1月中旬～2月中旬、
全5回）
場所 たつの市商工会館
受講料 無料
※詳細は決まり次第、当会ホームページに掲載します。

●たつの市商工会
☎0791-72-7550

●相生商工会議所
☎0791-22-1234

赤穂商工会議所

たつの市

相生市

創業塾 in 相生

創業セミナー

創業塾

●赤穂商工会議所
☎0791-43-2727

佐用町

赤穂市

ビジネスを始めるために必要な知識や経営のノウハ
ウを学んでいただき、創業計画書の完成までお手伝いい
たします。
日程 9/14、9/21、9/28、10/5、10/19 全て土曜日の全5回
場所 赤穂商工会館 3F 大研修室
定員 20名（先着順） 参加費 1,000円（税込）
申込方法 当所まで連絡下さい。HPからも申込可能です。
締切 9/9
※詳細は、当所ホームページまたはお電話でご確認下さい。

佐用町内で新たに創業を計画される方、又は創業間も
ない方を対象に「創業セミナー」を開催いたします。
開催日 9/19、9/24、10/1、10/9、10/16、10/23
（全6日間）
時間 18：00～20：00
参加費 無料
※詳細決定後、ホームページでご案内いたします。

●佐用町商工会
☎0790-82-2218

創業・第二創業塾2019

既存企業並びに創業者・予定者のプレゼンテーション
能力、コミュニケーション能力の向上を図ると共に、自
分（自社）の強みを確認し、商品開発・販売促進・創業のヒ
ントをつかんで頂く創発塾を開催します。
（全2回）
日時 11/7、11/14 16：00～19：00
場所 豊岡商工会議所会議室
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、当所ホームページまたはお電話でご確認ください。

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 10/1～11/26 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。

●豊岡商工会議所
中小企業相談所
☎0796-22-4456

養父市

豊岡市

コラボレーションによる事業創発塾

●養父市商工会
☎079-662-7127
事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご｜
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神戸大学・丹波篠山市農村イノベーションラボ

●神戸大学・丹波篠山市農村イノベーションラボ
☎079-506-6628

南あわじ市

丹波篠山市

農村部での起業・継業のためビジネススクール「篠山
イノベーターズスクール」では、農業や観光、特産品開発
など農村の資源を活かしたビジネスの創出を支援して
います。
これまでのスクール生は100名を超え、さまざまな起
業につながっています。
その他、一般参加も可能な「オープントーク」や事業承
継をテーマとした「継業キャンプ」などを実施。場所はJR
篠山口駅より徒歩0分です。今後もご注目ください。

創業塾

●南あわじ市商工会
（担当：土井）
☎0799-42-4721

第3回 地域クラウド交流会 全国大会

創業の基礎知識の習得やビジネスプランの作成を支
援する「創業キックオフセミナー」及び「創業塾」を
尼崎市、尼崎商工会議所等外部機関の後援により、1月
から3月頃に開催予定です。創業を検討されている方、
創業後間もない方、創業の仲間を作りたい方などのご
参加をお待ちしております。
※詳細が決まり次第HPでご案内致します。どうぞお気
軽にお問い合わせ下さい。

全国各地で開催されている地域クラウド交流会（ちい
クラ）の各地の地域起業家の代表者9名が栄えある第3回
のグランプリ優勝をかけ熱い事業プレゼンテーション
を行います！
是非ご参加下さい。
日程 10/27 13：00～17：00（予定）
場所 豊岡劇場 （兵庫県豊岡市元町10－18 ）
参加費 無し 定員 200名
申込方法 事前申込不要

金融機関

金融機関

あましん創業塾

●尼崎信用金庫
事業支援部
☎0120-26-0556

●但馬信用金庫
事業支援部（担当：川上）
☎0796-23-1200

「創業ウィメンズフォーラムin淡路島2019」の開催

けんしん創業塾
金融機関

金融機関

けんしん龍野支店では、将来創業・起業を目指す方や
創業後5年未満の方だけでなく創業・起業に関心のある
方を対象に、創業セミナーを開催します。
本セミナーは、たつの市の特定創業支援事業の一環と
して実施するもので、受講者は会社設立時の登録免許税
が軽減される等さまざまな優遇措置を受けることがで
きるものです。
今年度は、令和2年1月に開催の予定で、詳細について
は決定次第ＨＰでお知らせしますのでご確認ください。

●兵庫県信用組合
龍野支店
☎0791-62-1021

多方面で活躍されている女性経営者によるトーク
セッション等、創業して間もない女性経営者の方に有益
な情報や交流の場を提供するフォーラムです。
日程 未定
場所 南あわじ市内
参加費 無料
※詳しくはお電話でご確認ください

●日本政策金融公庫
神戸創業支援センター
☎078-341-5135

「創業ウィメンズフォーラムin西宮」の開催

多方面で活躍されている女性経営者によるトーク
セッション等、創業して間もない女性経営者の方に有益
な情報や交流の場を提供するフォーラムです。
日程 10月頃
場所 姫路市内
参加費 無料
※詳しくはお電話でご確認ください

多方面で活躍されている女性経営者によるトーク
セッション等、創業して間もない女性経営者の方に有益
な情報や交流の場を提供するフォーラムです。
日程 10/24 14：00～17：00
場所 西宮市民会館3階
参加費 無料
※詳しくはお電話でご確認ください

創業｜事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご

金融機関

金融機関

「創業ウィメンズフォーラムin姫路2019」の開催

●日本政策金融公庫
神戸創業支援センター
☎078-341-5135
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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 9/12～10/3 全て木曜日 全4回
場所 南あわじ市商工会
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
締切 9/10 必着
※詳細は、
当会ホームページまたはお電話でご確認を。

●日本政策金融公庫
神戸創業支援センター
☎078-341-5135

創業支援等事業計画に基づく創業支援

！

満載
つ情報

役立

国

創

業

相談窓口など
兵庫県

（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。

●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

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：10/5、1/11
阪神・但馬・加古川：11/9、2/8
姫路・淡路・西脇：12/7、3/7
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

「女性企業家支援チーム」のご案内

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。

神戸開業支援コンシェルジュ創業相談
神戸市

支援機関（県全域）

●兵庫県よろず支援拠点
☎078-977-9085

兵庫県知財総合支援窓口

●公益財団法人 新産業創造研究機構
（運営事業者）
☎0570-082-100

「創業」個別相談会
創業をお考えの方、創業まもない方等を対象に個別相
談を随時受け付けています。
日時 平日9：00～17：00 申込 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
加西商工会議所、尼崎市中小企業センター、西宮商工会
議所

♪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。
※各事務所・支所の連絡先はHPでご確認ください。

●兵庫県信用保証協会
各事務所・支所 経営支援室
☎078-393-3920
（経営支援室 創業・経営支援課）

支援機関（県全域）

支援機関（県全域）

土曜・平日夜間相談

●「創業支援等事業計画」を策定した
各市町村の相談窓口

支援機関（県全域）

起業プラザひょうご

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
お問合せください。

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

●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
事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご｜
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インキュベーション神戸ハーバーオフィス

神戸起業操練所

●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）

神戸市

神戸市

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

●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

神戸商工会議所

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、新規事業で事業拡大を目指す方
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。

開業の準備段階から、開業後のフォローまで一貫して
サポートします。
・「創業塾」
「創業実践セミナー」の開催 ※9月より開催
・経営支援センターや各支部指導員、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。

神戸市

神戸市

事業承継で後継者を目指しませんか！

●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

創業支援

●神戸商工会議所
中央支部
☎078-367-3838

起業家による起業個別相談会

六甲アイランド・神戸ファッションマートの起業支援
①スモールオフィス
・登記が可能な個室型シェアオフィス
・3～5坪の11室、月額15,000円（税別）
②コワーキングスペース
・24時間365日の利用が可能
・共用デスク16席、月額5,000円（税別）
・個別デスク12席、月額9,000円（税別）

阪神南地域で創業を目指す方や創業後間もない方を
対象に、起業家による起業個別相談会を実施します。
(この事業は阪神南県民センター共催の若者向け創業セ
ミナーの一環として実施しています。)
申込期間 随時募集
相談料 無料
対象者 阪神南地域（尼崎市、西宮市、芦屋市）で創業を目
指す方または創業後概ね1年以内の個人・法人
お申込方法 下記ホームページのお申込フォームより

尼崎市

神戸市

スモールオフィス／コワーキングスペース

●神戸ファッションマート
（株式会社神戸商工貿易センター）
☎078‐857‐8001

●公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構
事業課
☎06-6488-9501

伊丹市創業支援事業

尼崎創業支援オフィス「アビーズ」

創業｜事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご

伊丹市

尼崎市

創業しようとお考えの方、また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、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や市内の関係
団体と連携したオール尼崎での支援体制を整備してい
ます。お気軽にお問合せを！
月額利用料 フリースペース8,000円 固定スペース
12,000円
法人登記住所利用料 10,000円

●公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構
事業課
☎06-6488-9501
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起業を⽬指す個⼈やスタートアップ企業に初期成⻑
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・成⻑」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）／365日24時間使用可能
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

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
お電話でお問合せ下さい。

●伊丹市
商工労働課
☎072-784-8047

加西市

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

●猪名川町
地域振興部 産業観光課
☎072-766-8709

加西市

猪名川町

創業希望者の相談窓口

創業希望者のための個別相談

●加西市 産業振興課 ☎0790-42-8740
●加西商工会議所 ☎0790-42-0416

創業希望者の相談窓口

多可町では、多可町商工会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。町が定める「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、詳しくはお問い
合わせください

多可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。
創業に関することは何でもお気軽にご相談ください。
・多可町（商工観光課）
shoko@town.taka.lg.jp
・多可町商工会
shokokai@taka-cho.jp

多可町

多可町

創業支援事業

●多可町 商工観光課（担当：後藤）
☎0795-32-4779
●多可町商工会
☎0795-32-2161

●多可町
商工観光課（担当：後藤）
☎0795-32-4779

相生市創業支援ネットワーク

姫路創業ステーション

●姫路創業ステーション
☎079‐223‐6557

相生商工会議所

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。
特定創業支援等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。

●相生市 ☎0791-23-7133
●相生商工会議所 ☎0791-22-1234

経営なんでも相談会

龍野商工会議所
たつの市

相生市

経営の悩み・不安を一気に解決する相談会を開催し
ます。
日時 11/21 13：00～16：00
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
確認ください。

●相生商工会議所
☎0791-22-1234

相生市

姫路市

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。

創業支援

創業をお考えの方や創業間もない方等を対象に創業
の準備段階から創業、創業後のフォローまで一貫した課
題解決に向けた個別相談を随時行っております。
龍野地域で創業を考えている方は、お気軽にご相談く
ださい。
日程 平日9:00～17:00
場所 龍野商工会議所窓口 相談料 無料
内容 ビジネスプランや資金計画等の作成、各種制度融資
や補助金の申請支援など

●龍野商工会議所
☎0791-63-4141
事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご｜

創業
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Bizステーションたんばを開設

起業を目指す方やスタートアップ企業の方に、活動の
場の提供と相談・助言、マッチング等を行い、市内で本格
的操業を行うまでを総合的にサポートします。
使用料 ①スモールオフィス（全7室） 月額13,000円～
※設備／電源（単相・三相）、給排水設備完備
②コワーキングスペース 日額400円
※設備／インターネット環境（Wi-Fi）、
コピー機
※詳細は、ホームページ又はお電話でお問い合わせくだ
さい。

丹波市商工会は、
「市内で起業を目指す方」をサポート
するため、令和元年5月16日、丹波市商工会館内にBizス
テーションたんばを開設しました。
月に二回、専門家を配置して、起業をお考えの方に対
して、計画立案から、実行、アフターフォローまで一貫し
たサポートを行います。相談は無料ですので、気軽にご
相談ください。

●養父市
商工観光課（管理運営：やぶパートナーズ株式会社）
☎079-661-9001

●Bizステーションたんば
（丹波市商工会 担当：丸山）
☎0795-82-3476

創業補助金申請支援

新たに事業を起こそうとしている方や創業間もない
方を対象とした個別相談会を開催します。
日程 9/13、20、27、10/3、11、18
時間 10：00～15：00
場所 南あわじ市商工会
定員 各回4名（先着順） 参加費 無料
申込方法 電話にて受付 ※必ずご確認ください。
※注：10/3は13：00～17：00
※詳細は、当会ホームページまたはお電話でご確認を。

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、申請支援をいたします。さらには創業後の様々な
課題についてもご相談させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

金融機関

南あわじ市

創業塾（個別相談会）

●南あわじ市商工会
（担当：土井）
☎0799-42-4721

●神戸信用金庫
お客さまサポート部
☎078-321-7729

ひめしん無料経営相談所

神戸信用金庫では、経営革新計画策定支援を行ってい
ます。
創業時における事業計画をベースにした経営革新計
画策定のお手伝いをいたします。
経営革新計画認定後、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。
お気軽にお問い合わせください。

・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。

金融機関

金融機関

経営革新計画策定支援

●神戸信用金庫
お客さまサポート部
☎078-321-7729

●姫路信用金庫
事業支援部
☎079-288-1121（代表）

土曜 創業相談会

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為、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。

創業をお考えの方や、創業して間もない方の様々なお
悩みにお応えする場として、兵庫県よろず支援拠点や明
石商工会議所等と連携して
「土曜 創業相談会」を実施し
ます。
ビジネスプランの立て方や資金調達等、専門スタッフ
がご相談に応じますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
日程 令和元年10月～令和2年3月の毎月第2土曜日
会場 明石商工会議所会議室 参加費 無料
※詳細は下記の電話番号にお問い合わせください。

創業｜事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご

金融機関

金融機関

土曜創業相談会

●尼崎信用金庫
事業支援部
☎0120-26-0556
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丹波市

養父市

インキュベーション 養父市６次産業化支援センター

●日新信用金庫
審査部 ソリューション事業室
☎078-912-4569

土日相談窓口（事業相談）

●但馬信用金庫
事業支援部（担当：川上）
☎0796-23-1200

金融機関

金融機関

当金庫とのお取引に関係なく、当金庫の営業エリア内
のお客様限定で、平日に十分な時間をとって事業相談が
出来ないという事業主様や経営幹部様を対象に、土日相
談を行っています。もちろん創業前・創業間もないお客
様もお待ちしております。
日時 各月１回 土曜13：00～16：00 日曜9：00～15：00
申込 HPまたはFacebookの申し込みフォームから
料金 無料 場所 当金庫本店２階
※詳細についてはHPまたは、お近くの但馬信用金庫窓口まで。

【創業支援】定例相談のお知らせ
創業計画書の作り方や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9：00～16：00（事前予約制・無料）
申込方法 兵庫県内各支店へご連絡ください。
※ホームページの店舗案内をご覧ください

●日本政策金融公庫
兵庫県内各支店（国民生活事業）

「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（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（一部の都道府県を除く）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！

●ひまわりほっとダイヤル
☎0570-001-240

事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご｜

創業
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ONE POINT ADVICE

専門家が教える ワンポイント情報
テ ー マ：創 業 時 の 資 金 計 画 を 立 て る
創業時には資金が必要です。創業にかかる事業資金が少額であっても、いざ始めると思った以上にお金が出ていくものです。お
金が足りなくなれば、利益を出せる見込みがあっても事業がストップしてしまいます。創業のためにいくら資金が必要なのかを
しっかり洗い出し、その資金をどのように調達するのか計画をたてましょう。

1.必要な資金を計算する
まずは何に資金が必要かをリストアップします。そしてそれぞれがいくらかかるのか記入し、金額を合計します。具体的な金額
がわからないときは、まずは仮の金額を入れてみて、順次正確な数字に置き換えていきましょう。
資金は主に2つに分けることができます。

① 設 備資金

資金計画の様式例

事業を始めるためにスポットで必要となるものの費用です。

必要な資金

・店舗等の取得費、内装費、設備

設備資金

・備品、機械、車両

・店舗取得費

など

・内装費

② 運 転資金

・機械

が、収入と支出のタイミングにズレがあれば、その間の資金が必要になり
ます。また、軌道にのるまでは安定的な売上があがらない可能性も考え、
ある程度余裕をもって数カ月分の資金を確保しておきたいところです。
など

など

の資金
金融機関から

・人件費

の借入

・広告宣伝費
合計

・人件費、広告宣伝費、家賃

金額

自己資金

運転資金

・家賃

・商品仕入

調達方法

家族や友人から

・備品

事業を営むために日々必要な費用です。売上でまかなうべきものです

金額

など
合計

※左右の合計金額は同じ金額にします

個人のお金と事業のお金は別なので資金計画表には現れませんが、ほかに生活費も必要となります。個人のお金についても足りるかど
うか計算しておきましょう。

2.調達方法を計画する
必要な金額がわかったら、それをどうやって調達するか考えます。
調達にはいくつかの方法があります。それぞれメリットやデメリットがありますので、自分に合う組み合わせを考えましょう。

①自己資 金

当然利子や返済が必要となりますが、アドバイスやビジネスマッ

コツコツためてきた自分の貯金です。生活費も勘案しながら、

事業にいくら出せるのか考えましょう。

② 家 族・知人等からの資金

贈与や出資、借入などの方法で、応援してくれる人に出しても

らうお金です。
どの方法をとるにしても、条件などを明確にした書
面を作成しておきましょう。ハードルは高いですが、ベンチャー
キャピタル※1などからの出資を受けるケースもあります。

チングなど多様なサポートが受けられる場合もありますので、金
融機関とはよい関係を作っていきたいものです。
他には補助金も資金調達の方法のひとつですが、後払いなので
それまでの資金は別途調達しなければなりません。
また近年では
クラウドファンディング ※2も、話題性のある商品を予約販売した
り、公益性のある取組に応援を募ったりなどで活用されています。
資金は調達すればするほどコストがかかります。事業のサイズ

③ 金 融機関からの借入

に合った資金計画にしないと破綻することもあります。本当に必

ことが伝わる事業計画書を作りましょう。

いきましょう。

金融機関に借入を申請します。順調に利益が出て、返済できる

要なものか内容も精査しながら、無理のない資金計画をつくって

（※1）高い成長が予想されるベンチャー企業やスタートアップ企業などの未上場企業に対して投資を行う会社のこと。
（※2）
ある目的を達成するため、
インターネットなどを通して不特定多数の人から資金を集めることで、
「crowd
（群衆）」
と
「funding（資金調達）」
を組み合わせた造語。

兵庫県中小企業診断士協会 会員・中小企業診断士

箕作千佐子

ＰＬＡＮ−Ｃ代表(http://planc.jp/) / 株式会社ビズストーム代表取締役(https://bizstorm.jp/)
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創業｜事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご

事業承継／創業 すべての情報 in ひょうご｜

事業承継
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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
31総企－028
令和元年9月発行

［ 事業承継／創業

すべての情報 in ひょうご ］第4号
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