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神戸阪急

企業立地支援
海外展開支援

＊「ひょうご・神戸国際ビジネススクエア」を構成するJETRO神戸、神戸市海外ビジネスセンター、ひょうご・
　神戸投資サポートセンター、ひょうご海外ビジネスセンター（すべて神戸商工貿易センタービル4階に入居）が
　協力・連携して活動します。

経営支援 商業支援

創業支援 連携支援

設備投資支援

○産業情報誌「JUMP」を発行します。
○ホームページやフェイスブック、メールマガジンによりセミナーなどの情報を提供します。

○起業家のビジネスプランやポストコロナ社会を見
据えた取組を応援します。
○UJIターンにより起業・第二創業する方を応援し
ます。
○コロナ禍の中、再起業に挑戦する方を応援します。

○様々な経営課題の相談に応じ、専門家派遣等によ
りサポートします。出張相談も受け付けます。
○支援ネットを通じて「成長期待企業」の発掘と集
中的な支援を行います。
○中小企業の技術力、成長性を評価し、技術・経営
力評価書を発行します。
○中小企業のポストコロナにかかる取組等に対して、
経営サポート・伴走型支援を行います。
○ひょうごの頑張る中小企業を対象に、経営力の強
化や経営品質の向上を図るため、経営者の資質向
上や企業価値の増加を目指す「ひょうごプラチナ
企業創出事業」を実施します。

○機械・設備・車両の割賦販売やリースをします。

○AI・IoT活用による製造現場の高度化をサポート
します。
○商談会の開催や取引情報の紹介を行います。
○企業間取引の苦情や紛争などの相談に応じます。
○異業種交流や連携の相談に応じ、ビジネス化をサ
ポートします。
○中小企業者と農林漁業者との連携による取り組み
を助成します。

○商店街活動に積極的に参加する若者や女性の、空
店舗への新規出店を支援します。
○空き店舗情報、商圏地図情報などの経営に役立つ
情報を提供します。
○商店街振興担当マネージャーによる商店街活性化
の取組等への助言・支援を行います。

○ＳＤＧｓの達成に向けて取り組む中小企業の推進
宣言を登録・集約し、広く社会に公表します。

○国内外の企業に対して、産業用地や各種優遇制度
など企業進出に必要な情報を提供してサポートし
ます。

○海外展開にかかる個別相談に対応します。
○海外展開調査等の取組に対して助成します。
○セミナー等により最新の現地ビジネス情報を提供
します。
○企業信用調査･工業団地入居にかかる優遇措置を案
内します。

①中小企業海外展開支援事業助成金
②ポストコロナ海外新展開支援事業助成金
③中小企業越境ＥＣ支援事業助成金
①③県内に本社のある中小企業など
②既に海外展開している県内に本社のある
　中小企業など

対象経費の2分の1以内

①②100万円、③50万円

［ 従業員規模 ］
従業員50人以下(※)の小規模企業者等

［ 割賦損料 ］
年利0.70%～1.70%(返済期間3年以上7年以内)
年利0.95%～1.95%(返済期間8年以上10年以内)
※保証金：原則不要

［ リース料率 ］
月額1.315%～2.959％(返済期間3年以上7年以内)
月額0.966%～1.222％(返済期間8年以上10年以内)

［ 連帯保証人・担保 ］
原則不要(法人の場合は代表者の個人保証が必要です。)
ただし、「経営者保証に関するガイドライン」に則し判断します。

［ 貸与限度額 ］
100万円(税込)から1億円(税込)以下

ワンストップ支援窓口
JETRO神戸、神戸市海外ビジネスセンターと「ひょうご・神戸国際ビジネススクエア」として連携し、海外窓口も活用しながら、海
外展開にかかるワンストップサービスを提供します。

■海外展開にかかる相談対応・情報提供

■海外展開支援セミナーの開催

■企業信用調査・工業団地入居にかかる優遇措置

●海外窓口
〔ひょうご国際ビジネスサポートデスク〕

上海、広州、ベトナム、ハノイ、ホーチミン、
バンコク、シンガポール､ジャカルタ､デリー､
ニューヨーク､ドイツ
〔兵庫県海外事務所〕

シアトル、パリ、パース、香港

■海外展開助成金

(※)製造業･その他業種21人(卸売業・サービス業、小売　６人)
　  ～50人については別途制限あり。
　  お問い合わせください。

神戸市営地下鉄
西神・山手線

公益財団法人ひょうご産業活性化センターは、兵庫県の産業経済の発展を図ることを目的として設立さ
れ、中小企業の経営の革新及び創業の促進、経営基盤の強化などのための諸事業とともに地域経済の活
性化に関する事業を行っています。
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若者などによる起業・創業の機運を高めるため、スモー
ルオフィスなどの起業の場や交流機能を備えた起業・
創業の拠点施設を運営します。

起業プラザひょうご

場所 神戸市中央区浪花町56 三井住友銀行神戸本部ビル2階

設備 コワーキングスペース、スモールオフィス、ワーキングデスクなど

連絡先 ☎ 078-862-5302　https://www.kigyoplaza-hyogo.jp/

起業プラザひょうご姫路

場所 姫路市本町127 大手前ダイネンBLD. II 3階

設備 コワーキングスペース、スモールオフィス、ワーキングデスクなど

連絡先 ☎ 079-287-8686　https://kip-himeji.biz/

起業プラザひょうご尼崎

場所 尼崎市昭和通2-6-68 尼崎市中小企業センター3階

設備 コワーキングスペース（※）、スモールオフィスなど

連絡先 ☎ 080-2505-8056　https://abiz.jp/

 ※尼崎創業支援オフィス「ABiZ（アビーズ）」と一体的に運営

助成対象経費 農林水産資源を活用した新商品・新サービスの開発に要する研
究開発費・販路開拓費

助成期間 2年以内

助成額 対象経費の3分の2以内(400万円以内)

ポストコロナ・チャレンジ支援事助成金

SDGsをはじめとする社会課題や兵庫県の地域課題に
対してイノベーティブな発想と技術により解決に挑む
スタートアップをはじめとする中小企業の先導的な新
ビジネスの立ち上げに要する経費を助成します。

ものづくり環境高度化促進
県内ものづくり中小企業のAI・IoT活用による製造現場が抱える課題解決を支援します。ものづくり環境の高度化へ意欲的な企業を対
象に取り組み過程に応じた専門家を派遣し、個別にアドバイスや提案を行います。

県内外のメーカーなどの発注企業を招き、県内中小企業者との受発注の取引機会を提供します。
9月・12月に神戸で開催する予定です。

起業家支援助成金

　年齢・性別・居住地を問わず、意欲ある起業家の創業を支援するため、有望なビジネスプランを有し、県内で起業（第二創業を含
む）を目指す起業家に対して、新規事業の立ち上げや移転に要する経費の一部を助成します。

神戸市産業振興センタービル1階で、神戸市産業振興財団、神戸商工会議所と連携し、相談窓口を一元化して対応します。

兵庫県よろず支援拠点 相談受付：月～金　☎078-977-9085
無料相談 経験豊富なコーディネーターが売上拡大や経営改善・事業再生、成長戦略の立案

実施などの経営相談に無料で応じます。

TV相談 PCやスマートフォンによるリモート相談も受け付けています。（事前予約制）

セミナー 個別相談のほか、随時「経営に役に立つセミナー」を開催しています。

サテライト 但馬から淡路まで県内9か所にコーディネーターが出向き、経営相談に応じます。（事前予約制）

派遣回数 5回まで 派遣時間 1回あたり3時間程度 ・経営計画を策定し、経営革新に取り組みたい
・新製品の販売戦略を構築したい
・製造工程を見直し､コストダウンを図りたい など

■経営及び人材に関する相談対応　　　■「攻めの経営」への転換の促進

■人材ニーズの掘り起こし　　　　　　■課題抽出プロジェクトの実施に
■専門人材の明確化　　　　　　　　　　よる課題の見える可、共有化

■人材ビジネス事業者と連携した　　　■大企業人材の副業・兼業による
　マッチング支援　　　　　　　　　　　専門人材の活用

日本政策金融公庫による創業・経営革新に係る金融相談・・・第２・4月曜午前（事前予約制）

専門相談 経営・商業支援課　☎078-977-9116

県内の産業支援機関、大学、金融機関などにより「中小企業支援ネットひょうご」を構築し、様々な経営課題を抱える中小企業を応
援するとともに経営革新や第二創業などにチャレンジする企業を、「成長期待企業」として発掘、選定し、集中的な支援を行います。
各機関の支援メニューやセミナー等の案内をポータルサイトで情報提供しています。

事業継続サポート制度 成長支援課　☎078-977-9077
新型コロナウイルス感染症緊急対策措置後の中小企業に対し、今後の事業展開に向けた診断を実施するなど、事業継続のサポー
トを行います。

■費用の２分の１はセンターが負担します。

手数料 商店街活性化に関する相談

　商店街活動に積極的に参加する若者や女性の、空き店舗への新規出店を支援します。

認定までの
流れ

ひょうごプラチナ成長企業創出事業 成長支援課  ☎078-977-9118

078-977-8077

ひょうごプラチナ成長企業創出事業は、1年限りの取組ではなく、複数年度（3年を予定）にわたって取組を行う事業です。専門家が伴走型で
支援し、経営品質向上のための改善活動を高いレベル実施します。

4 改善活動等に対する
評価、プラチナ企業
としての認定、顕彰

プレセミナー・
顧 客 価 値 創 造
セミナーの受講

1
自己評価・第三者
評価の実施

2 経営計画・改善計画
等の策定、計画に基
づく改善活動の実施

3

ひょうご産業ＳＤＧｓ推進宣言事業 成長支援課　☎078-977-9117
ＳＤＧｓの達成に向けて取り組む中小企業の宣言内容を登録・集約し、広く社会に公表することにより、宣言企業の取り組みを
支援します。

■センターのホームページで登録企業を紹介します。

■専門家派遣による経営支援を受けることができます。

登録企業のメリット

商店街若者･女性新規出店チャレンジ応援助成金

対象者 対象経費商店街の空き店舗へ新規出店する若者、女性

※出店先の市町による同等の支援を受けられることが補助の条件です

＊出店後すみやかに商店街団体に加盟し、積極的に活動
　すること

空き店舗への新規出店にかかる店舗賃借料
内装・ファサード工事費

補助率 1/6（別途市町1/6義務随伴※）

補助金額 上限75万円補助期間 １年

センターに寄せられた空き店舗の情報をホームページ上で提供します。無
料で商圏地図データの加工提供や経営に役立つＤＶＤの貸し出しをします。

商店街振興担当マネージャーによる商店街活性化
の取組などへの助言・支援を行います。

起業に係る経費：事務所開設費、初度備品費、広告宣伝費など

対象経費の２分の１以内（上限100万円）
空き家活用の場合、改修費別途上限100万円以内

■ 県内で起業される方向け

助成対象経費

助成額 

再起業に係る経費：事務所開設費、初度備品費、広告宣伝費など

対象経費の２分の１以内（上限100万円）
空き家活用の場合、改修費別途上限100万円以内

■ 県内で再チャレンジされる方向け

助成対象経費

助成額 

①起業・事務所移転に係る経費：事務所開設費、初度備品費、広告宣伝費など
②移住に係る経費：移転費、住居家賃など（東京23区からの移住を除く）

対象経費の２分の１以内（上限200万円）
①、②各上限100万円以内
空き家活用の場合、改修費別途上限100万円以内

■ 県内に移住して起業される方向け

助成対象経費

助成額 

助成対象経費 ①起業・事務所移転に係る経費：事務所開設費､初度備品費、
　広告宣伝費など
②事業拡大に係る経費：事業所移転費､備品費､専門家経費など
③研究開発費：人件費、試作・開発費

助成額 対象経費の２分の１以内（上限200万円）
空き家活用の場合、改修費別途上限100万円以内



若者などによる起業・創業の機運を高めるため、スモー
ルオフィスなどの起業の場や交流機能を備えた起業・
創業の拠点施設を運営します。

起業プラザひょうご

場所 神戸市中央区浪花町56 三井住友銀行神戸本部ビル2階

設備 コワーキングスペース、スモールオフィス、ワーキングデスクなど

連絡先 ☎ 078-862-5302　https://www.kigyoplaza-hyogo.jp/

起業プラザひょうご姫路

場所 姫路市本町127 大手前ダイネンBLD. II 3階

設備 コワーキングスペース、スモールオフィス、ワーキングデスクなど

連絡先 ☎ 079-287-8686　https://kip-himeji.biz/

起業プラザひょうご尼崎

場所 尼崎市昭和通2-6-68 尼崎市中小企業センター3階

設備 コワーキングスペース（※）、スモールオフィスなど

連絡先 ☎ 080-2505-8056　https://abiz.jp/

 ※尼崎創業支援オフィス「ABiZ（アビーズ）」と一体的に運営

助成対象経費 農林水産資源を活用した新商品・新サービスの開発に要する研
究開発費・販路開拓費

助成期間 2年以内

助成額 対象経費の3分の2以内(400万円以内)

ポストコロナ・チャレンジ支援事助成金

SDGsをはじめとする社会課題や兵庫県の地域課題に
対してイノベーティブな発想と技術により解決に挑む
スタートアップをはじめとする中小企業の先導的な新
ビジネスの立ち上げに要する経費を助成します。

ものづくり環境高度化促進
県内ものづくり中小企業のAI・IoT活用による製造現場が抱える課題解決を支援します。ものづくり環境の高度化へ意欲的な企業を対
象に取り組み過程に応じた専門家を派遣し、個別にアドバイスや提案を行います。

県内外のメーカーなどの発注企業を招き、県内中小企業者との受発注の取引機会を提供します。
9月・12月に神戸で開催する予定です。

起業家支援助成金

　年齢・性別・居住地を問わず、意欲ある起業家の創業を支援するため、有望なビジネスプランを有し、県内で起業（第二創業を含
む）を目指す起業家に対して、新規事業の立ち上げや移転に要する経費の一部を助成します。

神戸市産業振興センタービル1階で、神戸市産業振興財団、神戸商工会議所と連携し、相談窓口を一元化して対応します。

兵庫県よろず支援拠点 相談受付：月～金　☎078-977-9085
無料相談 経験豊富なコーディネーターが売上拡大や経営改善・事業再生、成長戦略の立案

実施などの経営相談に無料で応じます。

TV相談 PCやスマートフォンによるリモート相談も受け付けています。（事前予約制）

セミナー 個別相談のほか、随時「経営に役に立つセミナー」を開催しています。

サテライト 但馬から淡路まで県内9か所にコーディネーターが出向き、経営相談に応じます。（事前予約制）

派遣回数 5回まで 派遣時間 1回あたり3時間程度 ・経営計画を策定し、経営革新に取り組みたい
・新製品の販売戦略を構築したい
・製造工程を見直し､コストダウンを図りたい など

■経営及び人材に関する相談対応　　　■「攻めの経営」への転換の促進

■人材ニーズの掘り起こし　　　　　　■課題抽出プロジェクトの実施に
■専門人材の明確化　　　　　　　　　　よる課題の見える可、共有化

■人材ビジネス事業者と連携した　　　■大企業人材の副業・兼業による
　マッチング支援　　　　　　　　　　　専門人材の活用

日本政策金融公庫による創業・経営革新に係る金融相談・・・第２・4月曜午前（事前予約制）

専門相談 経営・商業支援課　☎078-977-9116

県内の産業支援機関、大学、金融機関などにより「中小企業支援ネットひょうご」を構築し、様々な経営課題を抱える中小企業を応
援するとともに経営革新や第二創業などにチャレンジする企業を、「成長期待企業」として発掘、選定し、集中的な支援を行います。
各機関の支援メニューやセミナー等の案内をポータルサイトで情報提供しています。

事業継続サポート制度 成長支援課　☎078-977-9077
新型コロナウイルス感染症緊急対策措置後の中小企業に対し、今後の事業展開に向けた診断を実施するなど、事業継続のサポー
トを行います。

■費用の２分の１はセンターが負担します。

手数料 商店街活性化に関する相談

　商店街活動に積極的に参加する若者や女性の、空き店舗への新規出店を支援します。

認定までの
流れ

ひょうごプラチナ成長企業創出事業 成長支援課  ☎078-977-9118

078-977-8077

ひょうごプラチナ成長企業創出事業は、1年限りの取組ではなく、複数年度（3年を予定）にわたって取組を行う事業です。専門家が伴走型で
支援し、経営品質向上のための改善活動を高いレベル実施します。

4 改善活動等に対する
評価、プラチナ企業
としての認定、顕彰

プレセミナー・
顧 客 価 値 創 造
セミナーの受講

1
自己評価・第三者
評価の実施

2 経営計画・改善計画
等の策定、計画に基
づく改善活動の実施

3

ひょうご産業ＳＤＧｓ推進宣言事業 成長支援課　☎078-977-9117
ＳＤＧｓの達成に向けて取り組む中小企業の宣言内容を登録・集約し、広く社会に公表することにより、宣言企業の取り組みを
支援します。

■センターのホームページで登録企業を紹介します。

■専門家派遣による経営支援を受けることができます。

登録企業のメリット

商店街若者･女性新規出店チャレンジ応援助成金

対象者 対象経費商店街の空き店舗へ新規出店する若者、女性

※出店先の市町による同等の支援を受けられることが補助の条件です

＊出店後すみやかに商店街団体に加盟し、積極的に活動
　すること

空き店舗への新規出店にかかる店舗賃借料
内装・ファサード工事費

補助率 1/6（別途市町1/6義務随伴※）

補助金額 上限75万円補助期間 １年

センターに寄せられた空き店舗の情報をホームページ上で提供します。無
料で商圏地図データの加工提供や経営に役立つＤＶＤの貸し出しをします。

商店街振興担当マネージャーによる商店街活性化
の取組などへの助言・支援を行います。

起業に係る経費：事務所開設費、初度備品費、広告宣伝費など

対象経費の２分の１以内（上限100万円）
空き家活用の場合、改修費別途上限100万円以内

■ 県内で起業される方向け

助成対象経費

助成額 

再起業に係る経費：事務所開設費、初度備品費、広告宣伝費など

対象経費の２分の１以内（上限100万円）
空き家活用の場合、改修費別途上限100万円以内

■ 県内で再チャレンジされる方向け

助成対象経費

助成額 

①起業・事務所移転に係る経費：事務所開設費、初度備品費、広告宣伝費など
②移住に係る経費：移転費、住居家賃など（東京23区からの移住を除く）

対象経費の２分の１以内（上限200万円）
①、②各上限100万円以内
空き家活用の場合、改修費別途上限100万円以内

■ 県内に移住して起業される方向け

助成対象経費

助成額 

助成対象経費 ①起業・事務所移転に係る経費：事務所開設費､初度備品費、
　広告宣伝費など
②事業拡大に係る経費：事業所移転費､備品費､専門家経費など
③研究開発費：人件費、試作・開発費

助成額 対象経費の２分の１以内（上限200万円）
空き家活用の場合、改修費別途上限100万円以内



若者などによる起業・創業の機運を高めるため、スモー
ルオフィスなどの起業の場や交流機能を備えた起業・
創業の拠点施設を運営します。

起業プラザひょうご

場所 神戸市中央区浪花町56 三井住友銀行神戸本部ビル2階

設備 コワーキングスペース、スモールオフィス、ワーキングデスクなど

連絡先 ☎ 078-862-5302　https://www.kigyoplaza-hyogo.jp/

起業プラザひょうご姫路

場所 姫路市本町127 大手前ダイネンBLD. II 3階

設備 コワーキングスペース、スモールオフィス、ワーキングデスクなど

連絡先 ☎ 079-287-8686　https://kip-himeji.biz/

起業プラザひょうご尼崎

場所 尼崎市昭和通2-6-68 尼崎市中小企業センター3階

設備 コワーキングスペース（※）、スモールオフィスなど

連絡先 ☎ 080-2505-8056　https://abiz.jp/

 ※尼崎創業支援オフィス「ABiZ（アビーズ）」と一体的に運営

助成対象経費 農林水産資源を活用した新商品・新サービスの開発に要する研
究開発費・販路開拓費

助成期間 2年以内

助成額 対象経費の3分の2以内(400万円以内)

ポストコロナ・チャレンジ支援事助成金

SDGsをはじめとする社会課題や兵庫県の地域課題に
対してイノベーティブな発想と技術により解決に挑む
スタートアップをはじめとする中小企業の先導的な新
ビジネスの立ち上げに要する経費を助成します。

ものづくり環境高度化促進
県内ものづくり中小企業のAI・IoT活用による製造現場が抱える課題解決を支援します。ものづくり環境の高度化へ意欲的な企業を対
象に取り組み過程に応じた専門家を派遣し、個別にアドバイスや提案を行います。

県内外のメーカーなどの発注企業を招き、県内中小企業者との受発注の取引機会を提供します。
9月・12月に神戸で開催する予定です。

起業家支援助成金

　年齢・性別・居住地を問わず、意欲ある起業家の創業を支援するため、有望なビジネスプランを有し、県内で起業（第二創業を含
む）を目指す起業家に対して、新規事業の立ち上げや移転に要する経費の一部を助成します。

神戸市産業振興センタービル1階で、神戸市産業振興財団、神戸商工会議所と連携し、相談窓口を一元化して対応します。

兵庫県よろず支援拠点 相談受付：月～金　☎078-977-9085
無料相談 経験豊富なコーディネーターが売上拡大や経営改善・事業再生、成長戦略の立案

実施などの経営相談に無料で応じます。

TV相談 PCやスマートフォンによるリモート相談も受け付けています。（事前予約制）

セミナー 個別相談のほか、随時「経営に役に立つセミナー」を開催しています。

サテライト 但馬から淡路まで県内9か所にコーディネーターが出向き、経営相談に応じます。（事前予約制）

派遣回数 5回まで 派遣時間 1回あたり3時間程度 ・経営計画を策定し、経営革新に取り組みたい
・新製品の販売戦略を構築したい
・製造工程を見直し､コストダウンを図りたい など

■経営及び人材に関する相談対応　　　■「攻めの経営」への転換の促進

■人材ニーズの掘り起こし　　　　　　■課題抽出プロジェクトの実施に
■専門人材の明確化　　　　　　　　　　よる課題の見える可、共有化

■人材ビジネス事業者と連携した　　　■大企業人材の副業・兼業による
　マッチング支援　　　　　　　　　　　専門人材の活用

日本政策金融公庫による創業・経営革新に係る金融相談・・・第２・4月曜午前（事前予約制）

専門相談 経営・商業支援課　☎078-977-9116

県内の産業支援機関、大学、金融機関などにより「中小企業支援ネットひょうご」を構築し、様々な経営課題を抱える中小企業を応
援するとともに経営革新や第二創業などにチャレンジする企業を、「成長期待企業」として発掘、選定し、集中的な支援を行います。
各機関の支援メニューやセミナー等の案内をポータルサイトで情報提供しています。

事業継続サポート制度 成長支援課　☎078-977-9077
新型コロナウイルス感染症緊急対策措置後の中小企業に対し、今後の事業展開に向けた診断を実施するなど、事業継続のサポー
トを行います。

■費用の２分の１はセンターが負担します。

手数料 商店街活性化に関する相談

　商店街活動に積極的に参加する若者や女性の、空き店舗への新規出店を支援します。

認定までの
流れ

ひょうごプラチナ成長企業創出事業 成長支援課  ☎078-977-9118

078-977-8077

ひょうごプラチナ成長企業創出事業は、1年限りの取組ではなく、複数年度（3年を予定）にわたって取組を行う事業です。専門家が伴走型で
支援し、経営品質向上のための改善活動を高いレベル実施します。

4 改善活動等に対する
評価、プラチナ企業
としての認定、顕彰

プレセミナー・
顧 客 価 値 創 造
セミナーの受講

1
自己評価・第三者
評価の実施

2 経営計画・改善計画
等の策定、計画に基
づく改善活動の実施

3

ひょうご産業ＳＤＧｓ推進宣言事業 成長支援課　☎078-977-9117
ＳＤＧｓの達成に向けて取り組む中小企業の宣言内容を登録・集約し、広く社会に公表することにより、宣言企業の取り組みを
支援します。

■センターのホームページで登録企業を紹介します。

■専門家派遣による経営支援を受けることができます。

登録企業のメリット

商店街若者･女性新規出店チャレンジ応援助成金

対象者 対象経費商店街の空き店舗へ新規出店する若者、女性

※出店先の市町による同等の支援を受けられることが補助の条件です

＊出店後すみやかに商店街団体に加盟し、積極的に活動
　すること

空き店舗への新規出店にかかる店舗賃借料
内装・ファサード工事費

補助率 1/6（別途市町1/6義務随伴※）

補助金額 上限75万円補助期間 １年

センターに寄せられた空き店舗の情報をホームページ上で提供します。無
料で商圏地図データの加工提供や経営に役立つＤＶＤの貸し出しをします。

商店街振興担当マネージャーによる商店街活性化
の取組などへの助言・支援を行います。

起業に係る経費：事務所開設費、初度備品費、広告宣伝費など

対象経費の２分の１以内（上限100万円）
空き家活用の場合、改修費別途上限100万円以内

■ 県内で起業される方向け

助成対象経費

助成額 

再起業に係る経費：事務所開設費、初度備品費、広告宣伝費など

対象経費の２分の１以内（上限100万円）
空き家活用の場合、改修費別途上限100万円以内

■ 県内で再チャレンジされる方向け

助成対象経費

助成額 

①起業・事務所移転に係る経費：事務所開設費、初度備品費、広告宣伝費など
②移住に係る経費：移転費、住居家賃など（東京23区からの移住を除く）

対象経費の２分の１以内（上限200万円）
①、②各上限100万円以内
空き家活用の場合、改修費別途上限100万円以内

■ 県内に移住して起業される方向け

助成対象経費

助成額 

助成対象経費 ①起業・事務所移転に係る経費：事務所開設費､初度備品費、
　広告宣伝費など
②事業拡大に係る経費：事業所移転費､備品費､専門家経費など
③研究開発費：人件費、試作・開発費

助成額 対象経費の２分の１以内（上限200万円）
空き家活用の場合、改修費別途上限100万円以内



若者などによる起業・創業の機運を高めるため、スモー
ルオフィスなどの起業の場や交流機能を備えた起業・
創業の拠点施設を運営します。

起業プラザひょうご

場所 神戸市中央区浪花町56 三井住友銀行神戸本部ビル2階

設備 コワーキングスペース、スモールオフィス、ワーキングデスクなど

連絡先 ☎ 078-862-5302　https://www.kigyoplaza-hyogo.jp/

起業プラザひょうご姫路

場所 姫路市本町127 大手前ダイネンBLD. II 3階

設備 コワーキングスペース、スモールオフィス、ワーキングデスクなど

連絡先 ☎ 079-287-8686　https://kip-himeji.biz/

起業プラザひょうご尼崎

場所 尼崎市昭和通2-6-68 尼崎市中小企業センター3階

設備 コワーキングスペース（※）、スモールオフィスなど

連絡先 ☎ 080-2505-8056　https://abiz.jp/

 ※尼崎創業支援オフィス「ABiZ（アビーズ）」と一体的に運営

助成対象経費 農林水産資源を活用した新商品・新サービスの開発に要する研
究開発費・販路開拓費

助成期間 2年以内

助成額 対象経費の3分の2以内(400万円以内)

ポストコロナ・チャレンジ支援事助成金

SDGsをはじめとする社会課題や兵庫県の地域課題に
対してイノベーティブな発想と技術により解決に挑む
スタートアップをはじめとする中小企業の先導的な新
ビジネスの立ち上げに要する経費を助成します。

ものづくり環境高度化促進
県内ものづくり中小企業のAI・IoT活用による製造現場が抱える課題解決を支援します。ものづくり環境の高度化へ意欲的な企業を対
象に取り組み過程に応じた専門家を派遣し、個別にアドバイスや提案を行います。

県内外のメーカーなどの発注企業を招き、県内中小企業者との受発注の取引機会を提供します。
9月・12月に神戸で開催する予定です。

起業家支援助成金

　年齢・性別・居住地を問わず、意欲ある起業家の創業を支援するため、有望なビジネスプランを有し、県内で起業（第二創業を含
む）を目指す起業家に対して、新規事業の立ち上げや移転に要する経費の一部を助成します。

神戸市産業振興センタービル1階で、神戸市産業振興財団、神戸商工会議所と連携し、相談窓口を一元化して対応します。

兵庫県よろず支援拠点 相談受付：月～金　☎078-977-9085
無料相談 経験豊富なコーディネーターが売上拡大や経営改善・事業再生、成長戦略の立案

実施などの経営相談に無料で応じます。

TV相談 PCやスマートフォンによるリモート相談も受け付けています。（事前予約制）

セミナー 個別相談のほか、随時「経営に役に立つセミナー」を開催しています。

サテライト 但馬から淡路まで県内9か所にコーディネーターが出向き、経営相談に応じます。（事前予約制）

派遣回数 5回まで 派遣時間 1回あたり3時間程度 ・経営計画を策定し、経営革新に取り組みたい
・新製品の販売戦略を構築したい
・製造工程を見直し､コストダウンを図りたい など

■経営及び人材に関する相談対応　　　■「攻めの経営」への転換の促進

■人材ニーズの掘り起こし　　　　　　■課題抽出プロジェクトの実施に
■専門人材の明確化　　　　　　　　　　よる課題の見える可、共有化

■人材ビジネス事業者と連携した　　　■大企業人材の副業・兼業による
　マッチング支援　　　　　　　　　　　専門人材の活用

日本政策金融公庫による創業・経営革新に係る金融相談・・・第２・4月曜午前（事前予約制）

専門相談 経営・商業支援課　☎078-977-9116

県内の産業支援機関、大学、金融機関などにより「中小企業支援ネットひょうご」を構築し、様々な経営課題を抱える中小企業を応
援するとともに経営革新や第二創業などにチャレンジする企業を、「成長期待企業」として発掘、選定し、集中的な支援を行います。
各機関の支援メニューやセミナー等の案内をポータルサイトで情報提供しています。

事業継続サポート制度 成長支援課　☎078-977-9077
新型コロナウイルス感染症緊急対策措置後の中小企業に対し、今後の事業展開に向けた診断を実施するなど、事業継続のサポー
トを行います。

■費用の２分の１はセンターが負担します。

手数料 商店街活性化に関する相談

　商店街活動に積極的に参加する若者や女性の、空き店舗への新規出店を支援します。

認定までの
流れ

ひょうごプラチナ成長企業創出事業 成長支援課  ☎078-977-9118

078-977-8077

ひょうごプラチナ成長企業創出事業は、1年限りの取組ではなく、複数年度（3年を予定）にわたって取組を行う事業です。専門家が伴走型で
支援し、経営品質向上のための改善活動を高いレベル実施します。

4 改善活動等に対する
評価、プラチナ企業
としての認定、顕彰

プレセミナー・
顧 客 価 値 創 造
セミナーの受講

1
自己評価・第三者
評価の実施

2 経営計画・改善計画
等の策定、計画に基
づく改善活動の実施

3

ひょうご産業ＳＤＧｓ推進宣言事業 成長支援課　☎078-977-9117
ＳＤＧｓの達成に向けて取り組む中小企業の宣言内容を登録・集約し、広く社会に公表することにより、宣言企業の取り組みを
支援します。

■センターのホームページで登録企業を紹介します。

■専門家派遣による経営支援を受けることができます。

登録企業のメリット

商店街若者･女性新規出店チャレンジ応援助成金

対象者 対象経費商店街の空き店舗へ新規出店する若者、女性

※出店先の市町による同等の支援を受けられることが補助の条件です

＊出店後すみやかに商店街団体に加盟し、積極的に活動
　すること

空き店舗への新規出店にかかる店舗賃借料
内装・ファサード工事費

補助率 1/6（別途市町1/6義務随伴※）

補助金額 上限75万円補助期間 １年

センターに寄せられた空き店舗の情報をホームページ上で提供します。無
料で商圏地図データの加工提供や経営に役立つＤＶＤの貸し出しをします。

商店街振興担当マネージャーによる商店街活性化
の取組などへの助言・支援を行います。

起業に係る経費：事務所開設費、初度備品費、広告宣伝費など

対象経費の２分の１以内（上限100万円）
空き家活用の場合、改修費別途上限100万円以内

■ 県内で起業される方向け

助成対象経費

助成額 

再起業に係る経費：事務所開設費、初度備品費、広告宣伝費など

対象経費の２分の１以内（上限100万円）
空き家活用の場合、改修費別途上限100万円以内

■ 県内で再チャレンジされる方向け

助成対象経費

助成額 

①起業・事務所移転に係る経費：事務所開設費、初度備品費、広告宣伝費など
②移住に係る経費：移転費、住居家賃など（東京23区からの移住を除く）

対象経費の２分の１以内（上限200万円）
①、②各上限100万円以内
空き家活用の場合、改修費別途上限100万円以内

■ 県内に移住して起業される方向け

助成対象経費

助成額 

助成対象経費 ①起業・事務所移転に係る経費：事務所開設費､初度備品費、
　広告宣伝費など
②事業拡大に係る経費：事業所移転費､備品費､専門家経費など
③研究開発費：人件費、試作・開発費

助成額 対象経費の２分の１以内（上限200万円）
空き家活用の場合、改修費別途上限100万円以内
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神戸阪急

企業立地支援
海外展開支援

＊「ひょうご・神戸国際ビジネススクエア」を構成するJETRO神戸、神戸市海外ビジネスセンター、ひょうご・
　神戸投資サポートセンター、ひょうご海外ビジネスセンター（すべて神戸商工貿易センタービル4階に入居）が
　協力・連携して活動します。

経営支援 商業支援

創業支援 連携支援

設備投資支援

○産業情報誌「JUMP」を発行します。
○ホームページやフェイスブック、メールマガジンによりセミナーなどの情報を提供します。

○起業家のビジネスプランやポストコロナ社会を見
据えた取組を応援します。
○UJIターンにより起業・第二創業する方を応援し
ます。
○コロナ禍の中、再起業に挑戦する方を応援します。

○様々な経営課題の相談に応じ、専門家派遣等によ
りサポートします。出張相談も受け付けます。
○支援ネットを通じて「成長期待企業」の発掘と集
中的な支援を行います。
○中小企業の技術力、成長性を評価し、技術・経営
力評価書を発行します。
○中小企業のポストコロナにかかる取組等に対して、
経営サポート・伴走型支援を行います。
○ひょうごの頑張る中小企業を対象に、経営力の強
化や経営品質の向上を図るため、経営者の資質向
上や企業価値の増加を目指す「ひょうごプラチナ
企業創出事業」を実施します。

○機械・設備・車両の割賦販売やリースをします。

○AI・IoT活用による製造現場の高度化をサポート
します。
○商談会の開催や取引情報の紹介を行います。
○企業間取引の苦情や紛争などの相談に応じます。
○異業種交流や連携の相談に応じ、ビジネス化をサ
ポートします。
○中小企業者と農林漁業者との連携による取り組み
を助成します。

○商店街活動に積極的に参加する若者や女性の、空
店舗への新規出店を支援します。
○空き店舗情報、商圏地図情報などの経営に役立つ
情報を提供します。
○商店街振興担当マネージャーによる商店街活性化
の取組等への助言・支援を行います。

○ＳＤＧｓの達成に向けて取り組む中小企業の推進
宣言を登録・集約し、広く社会に公表します。

○国内外の企業に対して、産業用地や各種優遇制度
など企業進出に必要な情報を提供してサポートし
ます。

○海外展開にかかる個別相談に対応します。
○海外展開調査等の取組に対して助成します。
○セミナー等により最新の現地ビジネス情報を提供
します。

○企業信用調査･工業団地入居にかかる優遇措置を案
内します。

①中小企業海外展開支援事業助成金
②ポストコロナ海外新展開支援事業助成金
③中小企業越境ＥＣ支援事業助成金
①③県内に本社のある中小企業など
②既に海外展開している県内に本社のある
　中小企業など

対象経費の2分の1以内

①②100万円、③50万円

［ 従業員規模 ］
従業員50人以下(※)の小規模企業者等

［ 割賦損料 ］
年利0.70%～1.70%(返済期間3年以上7年以内)
年利0.95%～1.95%(返済期間8年以上10年以内)
※保証金：原則不要

［ リース料率 ］
月額1.315%～2.959％(返済期間3年以上7年以内)
月額0.966%～1.222％(返済期間8年以上10年以内)

［ 連帯保証人・担保 ］
原則不要(法人の場合は代表者の個人保証が必要です。)
ただし、「経営者保証に関するガイドライン」に則し判断します。

［ 貸与限度額 ］
100万円(税込)から1億円(税込)以下

ワンストップ支援窓口
JETRO神戸、神戸市海外ビジネスセンターと「ひょうご・神戸国際ビジネススクエア」として連携し、海外窓口も活用しながら、海
外展開にかかるワンストップサービスを提供します。

■海外展開にかかる相談対応・情報提供

■海外展開支援セミナーの開催

■企業信用調査・工業団地入居にかかる優遇措置

●海外窓口
〔ひょうご国際ビジネスサポートデスク〕

上海、広州、ベトナム、ハノイ、ホーチミン、
バンコク、シンガポール､ジャカルタ､デリー､
ニューヨーク､ドイツ
〔兵庫県海外事務所〕

シアトル、パリ、パース、香港

■海外展開助成金

(※)製造業･その他業種21人(卸売業・サービス業、小売　６人)
　  ～50人については別途制限あり。
　  お問い合わせください。

神戸市営地下鉄
西神・山手線

公益財団法人ひょうご産業活性化センターは、兵庫県の産業経済の発展を図ることを目的として設立さ
れ、中小企業の経営の革新及び創業の促進、経営基盤の強化などのための諸事業とともに地域経済の活
性化に関する事業を行っています。
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　神戸投資サポートセンター、ひょうご海外ビジネスセンター（すべて神戸商工貿易センタービル4階に入居）が
　協力・連携して活動します。

経営支援 商業支援

創業支援 連携支援

設備投資支援

○産業情報誌「JUMP」を発行します。
○ホームページやフェイスブック、メールマガジンによりセミナーなどの情報を提供します。

○起業家のビジネスプランやポストコロナ社会を見
据えた取組を応援します。
○UJIターンにより起業・第二創業する方を応援し
ます。
○コロナ禍の中、再起業に挑戦する方を応援します。

○様々な経営課題の相談に応じ、専門家派遣等によ
りサポートします。出張相談も受け付けます。
○支援ネットを通じて「成長期待企業」の発掘と集
中的な支援を行います。
○中小企業の技術力、成長性を評価し、技術・経営
力評価書を発行します。
○中小企業のポストコロナにかかる取組等に対して、
経営サポート・伴走型支援を行います。
○ひょうごの頑張る中小企業を対象に、経営力の強
化や経営品質の向上を図るため、経営者の資質向
上や企業価値の増加を目指す「ひょうごプラチナ
企業創出事業」を実施します。

○機械・設備・車両の割賦販売やリースをします。

○AI・IoT活用による製造現場の高度化をサポート
します。
○商談会の開催や取引情報の紹介を行います。
○企業間取引の苦情や紛争などの相談に応じます。
○異業種交流や連携の相談に応じ、ビジネス化をサ
ポートします。
○中小企業者と農林漁業者との連携による取り組み
を助成します。

○商店街活動に積極的に参加する若者や女性の、空
店舗への新規出店を支援します。
○空き店舗情報、商圏地図情報などの経営に役立つ
情報を提供します。
○商店街振興担当マネージャーによる商店街活性化
の取組等への助言・支援を行います。

○ＳＤＧｓの達成に向けて取り組む中小企業の推進
宣言を登録・集約し、広く社会に公表します。

○国内外の企業に対して、産業用地や各種優遇制度
など企業進出に必要な情報を提供してサポートし
ます。

○海外展開にかかる個別相談に対応します。
○海外展開調査等の取組に対して助成します。
○セミナー等により最新の現地ビジネス情報を提供
します。
○企業信用調査･工業団地入居にかかる優遇措置を案
内します。

①中小企業海外展開支援事業助成金
②ポストコロナ海外新展開支援事業助成金
③中小企業越境ＥＣ支援事業助成金
①③県内に本社のある中小企業など
②既に海外展開している県内に本社のある
　中小企業など

対象経費の2分の1以内

①②100万円、③50万円

［ 従業員規模 ］
従業員50人以下(※)の小規模企業者等

［ 割賦損料 ］
年利0.70%～1.70%(返済期間3年以上7年以内)
年利0.95%～1.95%(返済期間8年以上10年以内)
※保証金：原則不要

［ リース料率 ］
月額1.315%～2.959％(返済期間3年以上7年以内)
月額0.966%～1.222％(返済期間8年以上10年以内)

［ 連帯保証人・担保 ］
原則不要(法人の場合は代表者の個人保証が必要です。)
ただし、「経営者保証に関するガイドライン」に則し判断します。

［ 貸与限度額 ］
100万円(税込)から1億円(税込)以下

ワンストップ支援窓口
JETRO神戸、神戸市海外ビジネスセンターと「ひょうご・神戸国際ビジネススクエア」として連携し、海外窓口も活用しながら、海
外展開にかかるワンストップサービスを提供します。

■海外展開にかかる相談対応・情報提供

■海外展開支援セミナーの開催

■企業信用調査・工業団地入居にかかる優遇措置

●海外窓口
〔ひょうご国際ビジネスサポートデスク〕

上海、広州、ベトナム、ハノイ、ホーチミン、
バンコク、シンガポール､ジャカルタ､デリー､
ニューヨーク､ドイツ
〔兵庫県海外事務所〕

シアトル、パリ、パース、香港

■海外展開助成金

(※)製造業･その他業種21人(卸売業・サービス業、小売　６人)
　  ～50人については別途制限あり。
　  お問い合わせください。

神戸市営地下鉄
西神・山手線

公益財団法人ひょうご産業活性化センターは、兵庫県の産業経済の発展を図ることを目的として設立さ
れ、中小企業の経営の革新及び創業の促進、経営基盤の強化などのための諸事業とともに地域経済の活
性化に関する事業を行っています。
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