神戸・阪神

神戸県 民センター か ら の お 知らせ

ホームページ 神戸県民センター
困ったとき、まずは［さわやか県民相談］へ

東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区
神戸版の
問い合わせは

神戸県民センター県民交流室企画防災担当へ
〒653-8767 神戸市長田区二葉町5-1-32

な や み ゼロ

0120(16)7830 078(360)8511

078(647)9073

神戸の

産業 雇用
と

を応援しています

ひょうご産業活性化センター

中小企業をさまざまな側面から
支援しており、経営のステージ
に応じた多様な支援メニューを
用意しています。

神戸は幅広い産業が集積しており、国内外からのアクセスも
良好で、ビジネスの拠点として利便性の高い地域です。神戸
で産業・雇用の振興に取り組む拠点や事業を紹介します。

もの づくりの技術支援で中小企業の成長を後押し

ものづくりのプロセスに不可欠な

積極的にチャレンジす
る創業希望者にも、経
営の基 礎 知 識の習 得
機会や助成金の提供な
どで起業を支援してい
ます。まずは気軽に問
い合わせてください。

県内で経済活動を行っている

フリーダイヤルは携帯電話からはつながりません

県立工業技術センター

チャレンジする人や企業をワンストップでサ ポ ート

ものづくり産業をはじめとして、

【受付】平日（祝日等を除く）9時〜17時30分

078(642)1010

エレクトロニクスや金属加工
の研究から日本酒造りに欠か
せない酵母の研究まで、幅広
くひょうごの産業のお手伝い
をしています。技術に関する
相談は、総合相談窓口・ハロ
ーテクノへ！相談は無料です。

分析機器や試験機など多数の装
置を備えており、中小企業を対
象に、さまざまな技術課題の
解決や新製品・新技術の開
発に向けて支援しています。

主 な 支 援メニュー

主な装置

｢よろず支援拠点」による経営相談

微細な物質を観察できる電子顕微鏡

民間専門家を派遣し経営上の課題解決を図る「経営専門家派遣制度」

物の組成を分子レベルで分析する装置

 術力や成長性、経営力に関する評価書を発行し、企業価値のアピールや
技
円滑な資金調達を支援する「技術・経営力評価制度」

家電製品の誤動作の原因となる電磁波
を調べる機器

設備投資を支援する「設備貸与制度」

製品を壊さずに内部を観察できる装置
など

マッチング機会を提供する「商談会」の開催 など

神戸市須磨区行平町3-1-12 078
（731）
4033 078
（735）
7845
詳しくは 兵庫県立工業技術センター

神戸市中央区東川崎町1-8-4 神戸市産業振興センター
078
（977）
9070 078
（977）
9102 詳しくは ひょうご産業活性化センター

UNOPS S3i イノベーションセンター・ジャパン

起業プラザひょうご

S D G s 課 題を解決するビジネスアイデアの事業化へ

起 業 の 準 備から事業拡大まで段 階に応じて支 援

学生や社会人を問わず、起業を通して夢を実現

国連の持続可能な開発目標（SDGs）の実現に

していく人を応援するため、スモールオフィス等

貢献する新しい製品やサービスを創出するイノベ

の活動の場や交流機能を備えた拠点施設として

ーション拠点として、UNOPS（国連プロジェクト

運営しています。

サービス機関）が世界で3カ所目のセンターを神
戸に開設。国内外から入居するスタートアップ企
業を支援しています。

神戸市中央区浪花町56 三井住友銀行神戸本部ビル2階
078
（862）
5302 詳しくは 起業プラザひょうご

神戸市中央区浪花町56 三井住友銀行神戸本部ビル2階
japan.s3i.innovation@unops.org

イベント等は延期・

インフォメーション 中止の場合があります

講演会「海をプラスチックごみか
ら守ろう」参加者募集

「振り返る阪神・淡路大震災」パネル展

県民、行政、学識経験者と
「ぽい捨て」
抑止に
ついて考える講演会です 2月19日㊏13
時30分～16時30分 神戸県民センター7
階会議室 40人
（先着） 無料
2月4日
㊎までに所定の参加申込書を郵送、ファク
ス、Eメールで〒653-8767神戸市長田区二
葉町5-1-32神戸県民センタービジョン担当
へ 078（647）9076 078（642）1010
kobekem_11@pref.hyogo.lg.jp
詳しくは 神戸地域ビジョン

1月4日㊋～17日㊊ 新長田合同庁舎1階
北エントランス 神戸県民センター総務防災
課 078
（647）
9073 078
（642）
1010
「1.17のつどい
（追悼行事）
」
を1階神戸
生活創造センター講座研修室で同時
放映します。入退場自由 1月17日㊊
11時20分～12時30分
（予定）

南京町春節祭
中国最大の年中行事
「春節」
をアレンジした
祭りで、昭和62年から開催されています。
今回、2年ぶりに南京町広場でのステージ
イベントが開催される予定です。 2月1日

㊋ 、4 日 ㊎ ～ 6 日
㊐ 南 京 町と周
辺地域 南京町
春節祭実行委員
会事務局 078
（332）
2896 078
（332）
2897 詳しくは
南京町春節祭

如月親子落語鑑賞会参加者募集
生の落語に触れ、その楽しさを親子で体験
できます 県内在住の小学4年生～高校3
年生と保護者の2人1組 2月11日㊎㊗～
13日㊐14時～ 神戸新開地・喜楽館 各
日5組（抽選） 無料
1月17日㊊まで
に住所、氏名（2人分）、電話番号、学校名、
学 年 、希 望日を往 復はがきまたはホーム

ページから神戸県民センター産業振興担当
〒653-8767神戸市長田区二葉町5-1-32
へ 078
（647）
9086 078
（642）
1018
詳しくは 神戸県民センター 如月親子落語鑑賞会

県いなみ野学園学生募集
①大学講座
（4年制/園芸学科、健康づくり学
科、文化学科、陶芸学科）
②大学院講座
（2年
制）の学生を募集します 県内在住でおお
むね56歳以上の人など 入学金6,000円、
受講料5万円（学科により実習費が別途必
要） 1月4日㊋～21日㊎に出願書類を郵
送、持参またはホームページ申し込みフォー
ムから同学園〒675-0188加古川市平岡町
新在家902-3へ 079
（424）
3342 079
（424）
3475 詳しくは いなみ野学園

広告掲載に関する問い合わせはJCOM㈱
070
（3821）
0280まで
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078
（362）
3019

078
（362）
3903

兵庫県庁 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

https://web.pref.hyogo.lg.jp/

078
（341）
7711㈹

今月号およびバックナンバーは
県ホームページでご覧いただけます。

県民だよりひょうご

再生紙使用

