
　　令和3年12月17日現在

１．飲食店向け協力金（本申請）

区分 要請期間 対象
単価

（１日あたり）
申請受付期間 要請 申請件数 支払件数

(支給割合)
支払金額

1/12～1/13 ４市 4万円 県による要請

1/14～2/7 全県 6万円 緊急事態宣言

2/8～2/28 6万円 緊急事態宣言

3/1～3/7

3/8～3/31 ４市

4/1～4/4 12市６町 4万円 県による要請

中小企業：4万円～10万円

大企業：1千円～20万円

８市６町 4万円 県による要請

中小企業：4万円～10万円

大企業：1千円～20万円

中小企業：2.5千円～7.5万円

大企業：1千円～20万円

中小企業：4万円～10万円

大企業：1千円～20万円

中小企業：4万円～10万円

大企業：1千円～20万円

中小企業：3万円～10万円

大企業：1千円～20万円

中小企業：2.5千円～7.5万円

大企業：1千円～20万円

中小企業：2.5千円～7.5万円

大企業：1千円～20万円

20市11町 2万円

中小企業：2.5千円～7.5万円

大企業：1千円～20万円

17市９町 2万円

中小企業：3.5万円～10万円

大企業：1千円～20万円

中小企業：2.5千円～7.5万円

大企業：1千円～20万円

中小企業：3.5万円～10万円

大企業：1千円～20万円

中小企業：2.5千円～7.5万円

大企業：1千円～20万円

中小企業：4万円～10万円

大企業：1千円～20万円

中小企業：2.5千円～7.5万円

大企業：1千円～20万円

26,816

23,825

26,643
(99.4%)

12,512
(52.5%)

９期 10/1～10/21 10/28～12/3

６期

8/1
12市３町

8/16～8/19

３市２町

26市10町

12市３町

47,096全県
10/8～11/12
(11/19～12/3
まで延長)

緊急事態宣言 28,077
27,416
(97.6%)

29,810

6,909

７期

まん延防止等
重点措置

まん延防止等
重点措置

全県 県による要請

８期 8/20～9/30

42,85227,827
27,780
(99.8%)

緊急事態宣言

まん延防止等
重点措置

27,236
(99.9%)

27,416

4万円 県による要請

2/8～3/8
(8/31まで延長)

4/1～5/31
(8/31まで延長)

5/25～6/30
(8/31まで延長)

6/1～6/30
(8/31まで延長)

22,893
(99.9%)

緊急事態宣言

まん延防止等
重点措置

まん延防止等
重点措置

県による要請

21,637

28,366
28,308
(99.8%)

43,680

産業労働常任委員会資料
令和3年12月17日

22,922

（単位：百万円）

48,721

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給状況

１期

２期

37,901

全県

27,416
(100.0%)

27,238

7/12～8/31

県による要請

９市１町
7/12～7/31

17市９町

8/2～8/15

8/30～9/30
(11/19～12/3
まで延長)

県による要請

県による要請

17市９町

6/21～7/11

県による要請

５期 12市３町

３期

全県6/1～6/20

４期 4/25～5/31 全県

4/22～4/24

９市１町

３市５町

4/5～4/21
４市

（注）
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２．飲食店向け協力金（早期支給）

区分 要請期間 申請受付期間 申請件数 支払件数
(支給割合)

支払金額

７期 8/2～8/19 8/11～8/19 1,321
1,321

(100.0%) 670

8/20～9/12 8/26～9/10 970
970

(100.0%) 466

9/13～9/30 9/17～9/28 846
846

(100.0%) 305

９期 10/1～10/21 10/5～10/18 788
788

(100.0%) 197

３．大規模施設・テナント事業者向け協力金

対象
単価

（１日あたり）
申請受付期間 要請 申請件数 支払件数

(支給割合)
支払金額

全県 下記のとおり 6/21～8/31 緊急事態宣言 2,879
2,875

(99.9%) 7,958

全県 下記のとおり 10/1～10/29
(11/15まで延長)

緊急事態宣言 1,031
1,028

(99.7%) 708

※いずれの協力金も、件数は不支給決定・申請取下を除く

（注）11月常任委員会で報告済みの第３期申請件数の訂正

（単位：百万円）

一律48万円

8/20～9/30

８期

要請期間

単価
（１日あたり）

まん延防止等重点措置区域：一律52.5万円
上記以外　　　　　　　　：一律37.5万円

一律36万円

（単位：百万円）

一律25万円

　＜大規模施設・テナント事業者向け協力金 単価計算方法＞

　【休業分】
　　大規模施設：基本額/日＝A＋B＋C
　　　　　　　　A:自己利用部分の休業面積(1,000㎡を１単位)×20万円/日
　　　　　　　　B:ﾃﾅﾝﾄ店舗及び特定百貨店店舗等の数×2千円/日(10以上の店舗がある場合)
　　　　　　　　C:特定百貨店店舗の数×2万円/日
　　テナント等：基本額/日＝休業面積(100㎡を１単位)×２万円/日

　【時短分】
　　国の基準に基づく協力金(上記に基づき算出した基本額に
　　｢本来の営業終了時間―20時/本来の営業時間｣を乗じた額)を支給

4/25～6/20

(ｱ)前回報告 23,520件、(ｲ)訂正後 22,922件、(ｱ)－(ｲ)598件

598件について、本来４期のみに計上すべきところ、３期にも

重複して計上していたため訂正する。
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１　本申請

区分 要請期間 申請受付期間 申請件数 支払件数 支給率

１期 1/12～2/7
2/8～3/8

(8/31まで延長) 27,418 27,388 99.9%

２期 2/8～3/31
4/1～5/31

(8/31まで延長) 27,243 27,202 99.8%

３期 4/1～4/24
5/25～6/30

(8/31まで延長) 23,522 22,768 96.8%

４期 4/25～5/31
6/1～6/30

(8/31まで延長) 28,379 28,105 99.0%

５期 6/1～7/11 7/12～8/31 27,879 26,178 93.9%

６期 7/12～8/1

７期 8/2～8/19

８期 8/20～9/30 (10月上旬に受付開始)

２　早期支給

区分 要請期間 申請受付期間 申請件数 支払件数 支給率

７期 8/2～8/19 8/11～8/19 1,322 1,321 99.9%

8/20～9/12 8/26～9/10 970 962 99.2%

9/13～9/30 9/17～9/28 521 159 30.5%

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（飲食店向け）支給状況

令和3年9月30日時点

（単位：百万円）

37.3%

８期

（単位：百万円）

7,3218/30～9/30 19,636
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令和３年度 新産業課 施策体系表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起業・創業の促

進と新産業の

創出について 

(1) ひょうご農商工連携ファンド 

(7) 起業家支援事業 

(2) 新事業創出支援貸付 

(9) ひょうご神戸ネクストスタートアップコンテスト 

(5) コワーキングスペース開設支援事業 

(8) ひょうごチャレンジ起業支援貸付 

２ 新事業展

開への支援 

(3) 新商品調達認定制度 

(1) IT戦略推進事業 

(2) 地域IT人材育成事業 

(6) ポストコロナ・スタートアップ支援事業

(1) UNOPSと連携したSDGsチャレンジ事業 

(3) 県内大学と連携した起業人材育成講座 

(1) 成長産業育成コンソーシアム 

(2) ドローン先行的利活用事業 

(2) ひょうご神戸スタートアップファンド 

４ 産学官連

携による新

産業の創出 

(3) ドローン活用人材育成事業 

(4) 起業プラザひょうごの運営 

(3) ITあわじ会議 

１ 起業・創業

等への支援 

３ IT 産業の

振興 
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１ 起業・創業等への支援  

令和２年７月に、京都・大阪とともに、ひょうご神戸が国の「スタートアップ・エコシ

ステム グローバル拠点都市」の選定を受け、これまでの起業支援の取組を生かしながら、

優れたスタートアップの集積を更に推進し、兵庫経済の活性化を促進する。 

◆開業率の推移◆ 

本県の令和２年度の開業率は、5.17%

と全国平均（5.05%）を上回る水準で推

移している。 

また、廃業率についても3.03%と全国

平均(3.22%)を下回っている。 

（参考：廃業率） 

兵庫県  3.03% 

全 国  3.22% 

大阪府  2.93% 

 

〔参考：ひょうご神戸スタートアップエコシステム推進の枠組〕 

行政・大学・経済団体等の関係機関が一体となってコンソーシアムを構成し、兵庫・

神戸に起業家を生み育てる環境の整備をめざし、スタートアップ・エコシステムの構

築・拠点都市形成の取組を推進している。 

 

 

 H30年度 R1年度 R2年度 

兵 庫 県 4.50%(2) 4.51%(1) 5.17%(2) 

大 阪 府 4.57%(1) 4.51%(1) 5.33%(1) 

京 都 府 4.31%(3) 4.27%(3) 5.09%(3) 

奈 良 県 4.27%(4) 3.98%(4) 4.73%(4) 

和歌山県 3.42%(6) 3.36%(6) 2.80%(6) 

滋 賀 県 4.03%(5) 3.67%(5) 3.23%(5) 

全 国 4.41% 4.23% 5.05% 
 

※ ( )は近畿の順位 

〔出典：厚生労働省「雇用保険事業統計」を基に県新産業課作成〕 

【開業率の推移(近畿２府４県)】 
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(1) UNOPSと連携したSDGsチャレンジ事業         （R3予算 30,000千円） 

神戸市やUNOPS（国連プロジェクト・サービス機関）と連携し、グローバルな
SDGs 課題解決を目指す共創プログラム「SDGs CHALLENGE」を実施。 

 

 

対 象 者 
グローバルな視野でSDGs課題解決に資する技術・サービスや製品を持つ

スタートアップ、中小・中堅企業 

支 援 内 容 

・SDGsビジネスに関する知見共有を目的としたセミナー 

・経験豊富な専門家によるメンタリング 

・国内外のネットワーク形成支援 

・海外での実証実験・調査等のサポート 

事 業 開 始 令和３年度 

R 3 年 度 

支 援 予 定 

19件 

（申請件数47件） 

支 援 事 例 

（R3年度） 

(株) Momo（神戸市中央区） 

土壌成分・環境

測定センサーシ

ステムにより、

農産物の生産性

向上を目指す 

(株)アステック（姫路市） 

食品残渣からバ

イオガス生成・

発電により循環

型経済の実現を

目指す 

 

【参考】UNOPS  S3i 
エススリーアイ

 Innovation
イ ノ ベ ー シ ョ ン

 Centre
セ ン タ ー

 Japan の概要 

UNOPSによるSDGs 課題解決型のソリューションを創出するイノベーション拠点。

令和２年11月に世界３か所目の拠点として神戸に開設。スタートアップ育成プログ

ラム「Global Innovation Challenge」は、世界98の国と地域から624社の応募が

あり、選定された６社が同センターの支援を受け活動中。 

【入居者の例】 

Kivu Cold Group（ルワンダ・大阪府） 

アフリカ・ルワンダ

の未電化地域で農作

物のコールドチェー

ン（物流インフラ）

構築を実証実験中。 

ＧＳアライアンス（株)（川西市） 

カリブ海の異常繁殖海

藻（サルガッスム）の

低減に、バイオマスプ

ラスチック成型技術で

挑戦中。 

  

 

 

(2) ひょうご神戸スタートアップファンド 

スタートアップの成長に必要な投資資金が首都圏に集中しており、地方でそのパイ

プを太くすることが課題であることから、「ひょうご神戸スタートアップファンド」

により、ひょうご神戸から世界に羽ばたくスタートアップを資金面で支援し、地域経

済の活性化と県内産業の競争力の向上に取り組んでいる。 
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＜ファンド概要＞ 

名称 ひょうご神戸スタートアップファンド投資事業有限責任組合 

 

設立年月日 令和３年３月１日 

ファンド規模 総額9.60億円（R3.11月末現在） 

〔出資組合員〕 

●無限責任組合員：Bonds Investment Group㈱  

●有限責任組合員：公益財団法人ひょうご産業活性化センター（県・

神戸市より出資）、兵庫県信用保証協会、民間企

業８社 

投資対象 県内に本社または拠点を有する企業、または、今後県内に拠点を設

ける予定のシード期・アーリー期(※)を中心としたスタートアップ 

〔重点投資分野〕 

・AI･IoT･ロボット、健康･医療、環境･エネルギー、航空･宇宙等の

成長分野 

・SDGsやポストコロナ社会への対応など、社会的課題や地域課題の

解決に資する事業 

(※)シード期 ：事業立ち上げ期 

アーリー期：事業が軌道に乗るまでの期間 

運用期間 10年間（延長３年可） 

投資方法 株式、転換社債型新株予約権付社債等の取得 

投資限度額 １社あたりファンド総額の20％以内（その範囲内で再投資可） 

投資実績 ２社、計110,000千円（R3.11月末現在） 

 

＜投資先概要＞ 

サグリ(株)（丹波市） 

（令和３年５月 10,000千円投資実行） 

衛星データを用いた農地の可視化事業・土壌解析サービス

事業を営む、衛星データ×AI×農業分野で高い専門性を有

し、農業を革新する可能性を秘めたスタートアップ。  
(株)FABRIC TOKYO（東京都） 

（令和３年11月 100,000千円投資実行） 

20～30代をメインターゲットとした、リアル店舗で採寸、

オンラインサイトで発注可能なオーダーメイドビジネス

ウェアのオンラインブランド「FABRIC TOKYO」の運営。播

州織やケミカルシューズ業界との連携を計画中。  
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＜参考：無限責任組合員(ファンド運営者)の概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 県内大学と連携した起業人材育成講座          （R3予算 10,000千円） 

① 神戸大学と連携した講座 

イノベーションを自ら創出できる力を持ったグローバル人材を育成するため、県・

神戸市および神戸大学が連携して「グローバル・アントレプレナー育成プログラム」

を開講している。 

◆プログラムの概要◆ 

〔受講対象者〕 

シード期・アーリー期の起業家、起業を計画している学生・社会人 

〔主な内容〕 

・ビジネスプランの設計・組織戦略指導や、第一線で活躍中のアントレプレナーに

よる講義等ヒト・モノ・カネの３つの領域を包含したアントレプレナーシップ・

カリキュラムを提供。 

・経験豊富なメンター(伴走支援者)３名を配置し、現地で受講生のビジネスプラン

構築を指導。 

・最終プレゼンテーションで優秀なビジネスプランと認められた受講生に対して、

カリフォルニア大学サンディエゴ校及びケンブリッジ大学との連携プログラムの

受講機会を提供。 

※新型コロナウイルスの状況を見てオンラインでの実施も検討 

講
座
内
容 

①ビジネスアイデアとビジネスモデルの設計 ②デザイン経営によるイノベーション 

③グローバルビジネスのテクノロジーマネジメント ④SDGsとイノベーション設計 

⑤スタートアップの法務と知財戦略     ⑥グローバルビジネスの展開と法務 

⑦アントレプレナーファイナンスの実践   ⑧スタートアップの人材・組織戦略 

〔実績〕 

 R2受講者：19名 ※うち３名起業 

 R3受講者：22名（社会人14名、学生８名） 

 

 

 

 

 

・名  称：Bonds
ボ ン ズ

 Investment
インベストメント

 Group㈱ 

・本  社：東京都渋谷区    ・設  立：平成27年２月 

・資 本 金：7,500万円     ・従業員数：９人 

・特  徴：ファンドマネージャーとなる細野尚孝氏は日本のベンチャー投資家ランキ

ング2021(経済誌・Forbes JAPAN)で５位にランクイン(2020年のキャピタ

ルゲイン38.4億円(編集部推計)) 

・ファンド運用実績：現在２本のファンド(41.5億円、74億円)を運用中 

(投資件数:59件、IPO:10件） 

・運営方針：県内に新たに拠点を設け、キャピタリストを配置 
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② 兵庫県立大学と連携した講座 

起業プラザひょうご(神戸、姫路)と連携し、テクノロジーに軸足を置いた講座を実

施し、メンタリングを組み合わせた若者向けの伴走支援を実施している。 

◆プログラムの概要◆ 

〔受講対象者〕 

県立大学及び近隣大学の学生等 

〔主な内容〕 

・講座（オフライン＆オンライン）と、学生からのニーズの高い、起業家との対面

でのメンタリングを組み合わせ、相乗効果を生み出す伴走型支援を実施。 

・県立大学の特徴を活かし、技術シーズをビジネスにつなげる視点を重視。 

講

座

内

容 

①ビジネスモデル設計・デザイン志向   

②テクノロジー解説(AI､IoT､ビッグデータ)と事業例 

③資金調達 

④事業計画作成／ビジネスモデル設計など 

⑤法務／知財／インターネット活用など 

〔実績〕 

 R3受講者：28名（県立大学25名、芸術文化観光専門職大学２名、甲南大学１名） 

 

 

(4) 起業プラザひょうごの運営               （R3予算 59,262千円） 

起業・創業の機運醸成、起業家の成長支援を目的に、起業の場の提供と交流機能を

備えた「起業プラザひょうご 」を平成29年度から運営している。 

令和２年９月に、三井住友銀行神戸本部ビルの２階に移転し

SMBC との連携を強化するとともに、当該事業の成果や起業機運を

さらに全県に波及させるため、同年７月に姫路市・尼崎市に地元

自治体と連携しエリア拠点を開設した。各施設の特色を生かしつ

つ、施設間の連携を強化し更なる起業の裾野拡大を図っていく。 
 
◆施設の概要・機能（設置者 ：(公財)ひょうご産業活性化センター）◆ 

区分 場所 特色 主な設備・ソフト支援機能 

神戸 神戸市中央区 

SMBC（hoops link kobe）、

UNOPSと連携したスタート

アップ支援 

【設備】 

○コワーキングスペース 

：起業家同士の交流の促進 

○ワーキングデスク・スモールオフィス 

：低廉な価格の専有オフィス 

○ミーティングルーム 

【ソフト支援機能】 

○専門家相談機能（士業、金融機関等） 

○起業家コミュニティの活性化 

○コーディネーターによる情報提供 

姫路 姫路市本町 

スモールビジネスや女

性・若者向け創業支援策の

充実 

尼崎 尼崎市昭和通 

尼崎創業支援オフィス

（ABiZ）との一体運用によ

る伴走型支援 
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① 起業プラザひょうご神戸 

a 施設概要 

〔開設時期〕平成29年10月（令和２年９月にSMBC神戸本部ビルに移転） 

〔運営委託先〕NPO法人コミュニティリンク 

〔施設面積〕773㎡ 

〔会 員 数〕141人（R3.11月末現在） 

 スモールオフィス 16室入居／全17室  ワーキングデスク 14席入居／全16席 

〔入居者の例〕 

ためま(株) 

地域情報を位置情報に紐付けて移動可能範囲で

表示するプラットフォーム（特許取得済）を活用

し、地域で行われるさまざまな市民活動や各種資

源などの地域情報を必要な人に公開することで、誰もが活躍し孤立しな

い社会づくりに取り組む。 ※R3年度  SDGｓ CHALLENGE採択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 支援状況 

 

 

 

 

 

【イベント開催例】 

Mentoring day 

開催日：令和３年７月１日、10月７日、10月14日 

講 師：みなと銀行、Bonds Investment Group 

参加者：10名 

内 容：起業家が事業構築や資本政策を専門家に集

中相談できる機会の提供。 

 

 

【レイアウト】 

年度 
専門家による 

相談対応件数 

イベント開催数 

(参加者数) 

R2年度 240件 59(940名） 

R3年度(11月末時点） 120件 25(272名） 

【スモールオフィス】 

起業プラザひょうご 

コワーキングスペース 

【コワーキングスペース】 

共用会議室 

UNOPS S3i Innovation
 Centre Japan 



 9 

② 起業プラザひょうご姫路 

a 設置概要 

〔開設時期〕令和２年７月 

〔運営委託先〕NPO法人姫路コンベンションサポート 

〔施設面積〕280㎡ 

〔会 員 数〕31人（R3.11月末現在） 

スモールオフィス ９室入居／全９室 

〔入居者の例〕 

万葉舎（姫路市） 

経営者がコア業務に専念出来るよう、事務代行サービスを提

供。業務改善コンサルティングや事務員育成サポートも実施。 

b 支援状況 

 

 

 

 

 

③ 起業プラザひょうご尼崎 

a 施設概要 

〔開設時期〕令和２年７月 

〔運営委託先〕(公財)尼崎地域産業活性化機構  

〔施設面積〕240㎡ 

〔会 員 数〕15人（R3.11月末現在） 

スモールオフィス ６室入居／全９室 

〔入居者の例〕 

ヤツカエンジニアリング（尼崎市） 

２Ｄ、３Ｄ設計、３次元設計データ入力対応の産業機械設計事務所。 

手書き図面の２Ｄ入力、３Ｄデータ作成に対応し、尼崎城のプラモデ

ル作成プロジェクトにも参画。 

b 支援状況 

 

 

 

 

④ ひょうごスタートアップウィークの実施 

現在、そして未来のアントレプレナーが「新たな舞台に飛び出す」きっかけとなる

イベントを、兵庫県内の起業・スタートアップ支援拠点が連携し、『SDGs』『ソーシャ

ルアントレプレナー』『女性起業家』『ポストコロナ社会』『資金調達』など多彩なテー

マに沿って２週間にわたり12のイベントを集中的に開催。 

〔 期 間 〕令和３年10月１日～15日 

〔総参加者数〕295名 

〔 実施施設 〕起業プラザひょうご（神戸・姫路・尼崎）、ANCHOR KOBE、UNOPS 

年度 
専門家による 

相談対応件数 

イベント開催数 

(参加者数) 

R2年度(R2.07～R3.03) 36件 50(276名) 

R3年度(11月末時点） 87件 38(281名) 

年度 
専門家による相談

対応件数 

イベント開催数 

（参加者数） 

R2年度(R2.07～R3.03) 92件 13(114名) 

R3年度(11月末時点） 140件 15(158名) 

【コワーキングスペース】 

【コワーキングスペース】 
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＜主な実施イベント＞ 

開催日 プログラム内容 主催 参加者数 

10/5(火) 
『尼崎創業支援セミナー』 

CoCo壱番屋創業者の講演 
起業プラザひょうご尼崎 74 

10/8(金) 

～13(水） 

『300％SOCIAL』 

ソーシャル起業家育成のための 

連続セミナー 

起業プラザひょうご神戸 44 

10/9(土) 

『KiP姫路チャレンジショップ』 

大手前通りを生かした 

リアル展示・販売イベント 

起業プラザひょうご姫路 
12 

（出展者数） 

その他９事業実施 総参加者数 295 

 

 

(5) コワーキングスペース開設支援事業               (R3予算 46,719千円) 

地域における起業拠点を創出するとともに、テレワーク・副業等の多様な働き方に

対応するため、起業家等を対象としたコワーキングスペースを新たに開設する事業者

等を支援している。 

〔補助内容〕 

対象経費 補助期間 運営支援型 整備支援型 

建物改修費 

開設時 

1,000千円 5,000千円 

 空き家改修の場合 ＋1,000千円 ＋1,000千円 

事務機器取得費 500千円 500千円 

賃借料 

３年間 

600～900千円/年 

地域により異なる  

－ 

通信回線使用料 600千円/年 － 

人件費 

(高度IT人材) 

 1,000千円/人･年 

       ※高度IT事業者に限る 
－ 

補助上限額(３年間) 9,000千円 5,500千円 

 空き家改修の場合 10,000千円 6,500千円 

補助率 
1/2（県1/4、市町1/4） 

※人件費は定額 

1/2（県1/4、市町1/4） 

 
〔採択実績〕 

R3.11月末現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 運営支援型 整備支援型 

R2年度 12件（新規４件、継続８件） ５件 

R3年度 12件（新規１件、継続11件） ５件 
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〔支援事例〕 

① 運営支援型 

Pivot川西(川西市) [補助期間：R3年度～R6年度]（R4年２月開設予定） 

10 年以上プログラマとして開発実績があり、IT人材の育成にも尽力してき

た運営者が、川西市でIT技術等を生かした起業家の輩出を目指し開設。地域

のタウンマネージャーも参画し、起業家の育成と地域の交流に取り組む。 

 

② 整備支援型 

LOVE TOYOOKA(豊岡市) [補助期間：R3年度]（R3年12月開設予定） 

コワーキングスペースに加え宿泊可能なレンタルスペースを併設し、市内の

起業家のビジネス展開やイベント開催の場として利用できるほか、関西圏や首

都圏からの二地域拠点者や移住起業家の事業拠点としての活用も期待。  

 

 

 

(6)  ポストコロナ・スタートアップ支援事業         （R3予算 50,000千円） 

コロナ禍により表出したデジタル化・非接触化などの新たな社会課題をはじめとす

る地域社会・国際社会の課題解決に資する、新たな発想や技術に基づくイノベーショ

ンの創出を支援している。 

対 象 者 県内に事業所を有する創業５年未満のスタートアップ 

支 援 内 容 

起業または事業拡大に要する経費、及び研究開発に要する経費を補助 

補助率：定額 

補助額：起業、事業拡大、研究開発 4,000千円 

空き家改修費       1,000千円 

            計         5,000千円 

※公開審査で最優秀と評価された事業者は研究開発等経費を1,000千円上乗せ 

事 業 開 始 令和２年度 

R 3 年 度 

支 援 予 定 
７件（申請件数49件） 

(参考)R2年度 

支援実績 
10件（申請件数102件） 

支 援 事 例 

（R3年度） 

㈱オシンテック（神戸市中央区） ※最優秀 

オンライン・プラットフォーム「RuleWatcher®」

の運営により、各国政府等が発信する中立性に配

慮された一次情報をAIで一元的に収集・翻訳・可

視化し、情報収集作業を省力化。 
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(7) 起業家支援事業                   （R3予算 294,225千円） 

起業を促進するため、県内で起業・第二創業等を目指す起業家に対し、事業の立ち

上げを支援している。若者・ミドル・シニアと、切れ目のない支援を行うとともに、

今年度はポストコロナ時代に積極的に対応する事業への支援も実施している。 
 

 女性起業家支援事業 若手起業家支援事業 

対 象 者 県内で起業・第二創業する女性 県内で起業・第二創業する35歳未満の方 

支援内容 補助上限 100万円 (※補助率1/2 ※空き家を活用する場合、別途上限100万円加算)  

事業開始 平成25年度 平成30年度 

R 2 年 度 

支援実績 

55件･40,219千円 

（申請件数 289件） 

19件･16,086千円 

（申請件数 131件） 

R 3 年 度 

支援予定 

57件･61,000千円 

（申請件数 320件） 

29件･31,000千円 

（申請件数 143件） 

支援事例 

(R3年度) 

株式会社MOTO（上郡町） 

たつの市の重伝建地区でオンリーワ

ンワインとスイーツを合わせた新たな

創造による飲食店を 

開業 

Ryu Café（神戸市垂水区） 

地産食材を使用した台湾料理が楽しめ

るカフェと料理教室の運営 

 

 
ミドル起業家支援事業 

（社会的事業枠） 

ミドル起業家支援事業 

（就職氷河期世代枠） 
シニア起業家支援事業 

対 象 者 

県内で社会的事業分野

で起業する35歳以上55

歳未満の方 

県内で起業する就職氷河期に

大学等を卒業した総所得金額

が一定額以下の方 

県内で起業・第二創業す

る55歳以上の方 

支援内容 補助上限 100万円（※補助率1/2 ※空き家を活用する場合、別途上限100万円加算） 

事業開始 令和元年度 令和２年度 平成27年度 

R 2 年 度 

支援実績 

15件･11,840千円 

（申請件数 52件） 

12件･7,078千円 

（申請件数 19件） 

36件･33,305千円 

（申請件数 79件） 

R 3 年 度 

支援予定 

15件･16,000千円 

（申請件数 43件） 

14件･16,000千円 

（申請件数 26件） 

30件･31,000千円 

（申請件数 74件） 

支援事例 

(R3年度) 

リンクホイール 

（西宮市） 

マンションに特化した

無人型次世代シェアサイ

クリング事業 

すてきなケア-ashiya- 

（芦屋市） 

思わず出掛けたくなる

ような介護服のネットシ

ョップ 

(株)結輪（姫路市） 

姫路産オーガニック農

産物の商流確立 
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ふるさと起業･移転促進

事業(一般枠) 

ふるさと起業･移転促進

事業(23区枠) 

ポストコロナ起業家支援

事業 

対 象 者 

県外から県内に移住し、

起業・第二創業・事業所

移転する方 

直近５年以上東京23区に在住

又は通勤していた者で、県内に

移住し社会的事業分野で起業

する方 

ポストコロナの地域経済

再生・活性化に資する事

業で起業する方 

支援内容 
補助上限 200万円 補助上限 100万円 

（※補助率1/2 ※空き家を活用する場合、別途上限100万円加算） 

事業開始 平成27年度 令和元年度 令和３年度 

R 2 年 度 

支援実績 

27件･32,670千円 

（申請件数 50件） 

5件･3,006千円 

（申請件数 8件） 
－ 

R 3 年 度 

支援予定 

27件･31,000千円 

（申請件数 75件） 

3件･3,000千円 

（申請件数 4件） 

29件･30,000千円 

（申請件数 206件） 

支援事例 

(R3年度) 

Cut&beauty MooN 

（尼崎市） 

癒しとｴｲｼﾞﾝｸﾞでﾜﾝﾗﾝｸ

上の美容を提供する、女

性が輝ける理髪店 

 

アンデュレーション４ 

（神戸市西区） 

高齢者・子育て世代向

けITスキル向上・在宅ワ

ーク提供サービス 

 

(株)ホテル参謀 

（明石市） 

ﾜｰｹｰｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの導入等

ﾎﾟｽﾄｺﾛﾅにも対応するﾎﾃﾙ

向けｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業 

〔参考〕業種別支援件数(R3年度までの累計) 〔参考〕支援件数内訳(R3年度までの累計) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔参考〕事業継続率  

 

 

 

  

 

 

起業家支援事業 

(R3 年度ｱﾝｹｰﾄ調査結果) 

96.0%(3年)※回答率87.9% 

93.8%(5年)※回答率82.1% 

事業所の生存率 

(中小企業白書2017) 

88.1%(3年) 

81.7%(5年) 

 

事 業 名 件数(件) 

ポストコロナ・スタートアップ支援事業(R2) 17 

クリエイティブ起業創出事業(H28～)   20 

女性起業家支援事業(H25～) 397 

若手起業家支援事業(H30～) 86 

ミドル起業家支援事業(社会的事業枠)(R元～) 44 

ミドル起業家支援事業(就職氷河期世代枠)(R2～) 27 

シニア起業家支援事業(H27～) 227 

ふるさと起業・移転促進事業(一般枠)(H27～) 183 

ふるさと起業・移転促進事業(23区枠)(R元～) 10 

ポストコロナ起業家支援事業（R3） 29 

高齢者ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽ離陸応援事業(H24～) 97 

計 1,137 

 

業 種 支援件数(件) 構成比(%) 

飲 食 347 30.5 

卸売･小売 74 6.5 

専門技術ｻー ﾋ゙ ｽ 62 5.5 

ものづくり 72 6.3 

教 養 35 3.1 

情報ｻー ﾋ゙ ｽ 51 4.5 

健康･美容 34 3.0 

生活関連ｻー ﾋ゙ ｽ 128 11.3 

教 育 54 4.7 

その他 280 24.6 

計 1,137 100.0 
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(8) ひょうごチャレンジ起業支援貸付             

新規事業に取り組む起業家等に対し、会社設立や新事業展開に必要な資金を(公

財)ひょうご産業活性化センターが無利子で貸し付け、起業を支援している。 

〔貸付対象者〕 県内において起業にチャレンジする者又は創業後５年未満の企業 等 

〔支援の内容〕 限 度 額：コンテスト連携枠 10,000千円 

起業家支援事業連携枠 5,000千円 

利 率 等：無利子、無担保、無保証 

貸付期間：10年以内（うち３年据置） 

〔R2年度実績〕 貸付件数：５件、貸付金額：19,000千円 

〔R3年度実績〕 貸付件数：７件、貸付金額：11,000千円（R3.11月末時点） 

 

(9) ひょうご神戸ネクストスタートアップコンテスト     （R3予算 4,600千円） 

「ひょうご神戸・ピッチイベント」として創業・第二創業、経営革新に取り組む中

小企業やスタートアップと、大手・中堅企業、金融機関、ベンチャーキャピタル・支

援機関等とのマッチングを図り、優れた新商品・サービス等を有する事業者の販路拡

大や資金調達を支援する。 

[R3予定]開 催 日：令和４年１月20日、21日 

発表企業：20社程度 

 

＜参考＞ ひょうご・神戸チャレンジマーケット（～R2年度） 

投資家・金融機関と創業間もない企業等とのビジネスマッチ

ングの場を提供する「ひょうご・神戸チャレンジマーケット」

を開催し、ビジネスプラン発表企業等の資金調達や販路開拓を

支援。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会場の様子】 
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２ 新事業展開への支援  

中小企業等の新たな商品開発等の事業活動を促進するため、資金調達や販路開拓の支援、

農商工連携等の兵庫の豊かな地域資源を活用した取組を支援している。 

 

(1) ひょうご農商工連携ファンド 

(公財)ひょうご産業活性化センターが設置している「ひょうご農商工連携ファンド」

の基金運用益等を活用して、県内の中小企業者と農林漁業者の連携による新商品・新

サービスの開発や販路開拓等を支援している。 

※令和３年３月に旧ファンドによる事業期間が満了。後継ファンドを新たに組成。 

〔ファンド概要〕 

設 立 時 期 令和３年３月 

資 金 規 模 

25.8億円 

 (内訳) 県                          : 0.1億円 

     (公財)ひょうご産業活性化センター  : 2.7億円 

     (独)中小企業基盤整備機構          :20.0億円 

     県内金融機関                : 3.0億円 

支 援 対 象 中小企業者等と農林漁業者の連携体による研究開発、販路開拓 

運 用 期 間 10年間 

支 援 方 法 運用益等による補助金の交付 

支 援 内 容 補助上限4,000千円（※補助率2/3 ※補助対象期間：２年以内） 

R 3支援予定 ５件 

旧 フ ァ ン ド 

支 援 実 績 

95件、計228,128千円（H23～R2年度までの累計） 

（旧ファンド運用期間：H23.3～R3.3） 

〔支援事業例〕 

兵庫県但馬産「ほむすめ舞」を使った日本酒と甘酒の開発 

＜但馬米穀㈱ (豊岡市）、㈱坪口未来農事未来研究所(豊岡市）＞ 

こうのとり育む農法で栽培している兵庫県産「ほむすめ舞」を使用し、

「育てる・作る・食べる」の中心に女性が関わる日本酒・甘酒の開発 

新開発容器を使用した新しい日本酒市場の創出と輸出市場開拓 

＜クリップクリエイティブ合同会社（明石市）、茨木酒造合名会社（明石市）＞ 

海外輸出を視野に、日本酒の酸化と劣化を防ぎ、生酒の風味やフレッシュ感を長期

間維持し提供できる酒容器の開発 

 

(2) 新事業創出支援貸付（資本性ローン※）         

中小企業等が新製品開発のために取り組む研究開発や、生活・サービス産業におけ

る新規事業創出への取組を支援するため、(公財)ひょうご産業活性化センターが無利

子・無担保・無保証の貸付を実施している。 

※資本性ローン：借入金を自己資本とみなすことが可能なことから、財務内容が改善され、金融

機関等からの資金調達が容易になるなどのメリットがある。 
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〔概 要〕 

 生活・サービス産業 IT活用ビジネス ものづくり 産学連携・事業連携 

貸付限度額 400万円 1,500万円 1,500万円 3,000万円 

対 象 者 
下記のいずれかに該当し、新規事業開発に取り組む中小企業者 

・兵庫県内に事業所が所在  ・兵庫県内で新たに事業を開始 

対象経費 

① サービス実証に
必要な経費 

② ビジネスモデル
開発、販路開拓に
必要な経費 

① 新製品・新技術の実用化開発に必要な経費 

② マーケティング調査、販路開拓に必要な経費 

③ ソフトウェア開発・システム構築に必要な経費※ 

  ※ IT活用ビジネスのみ 

貸付利率 無利子 

貸付割合 対象経費の70％以内 

貸付期間等 

５年６か月、７年、10年期限一括償還 

※貸付期限を経過する前であれば、貸付期間と合わせて最長10年間の範囲での月賦

または半年賦での均等償還とすることが可能 

担保・保証人 不要 

実績 R元年：２件、R2年：０件、R3年：１件 

 

(3) 新商品調達認定制度 

新たな事業分野を開拓する中小企業者を支援するため、平成18年度に「ひょうご新

商品調達認定制度」を創設し、県内の中小企業者による独創性豊かな新商品・新役務

を県が「ひょうご新商品」として認定することで、当該企業の信用力を高め、販路開

拓を支援している。 

＜申請・認定件数＞ 

 18～25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 R元年度 R2年度 合計 

第1～9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 － 

認定 

商品 

80社 

89商品 

11社 

11商品 

8社 

8商品 

10社 

10商品 

6社 

6商品 

5社 

5商品 

8社 

8商品 

8社 

8商品 

136社 

145商品 

※R3年度は現在募集中（11月８日～12月17日） 

＜認定商品の例＞ 

リキッドジェッド(上向き自動液体噴出装置)【ライズテック(株)（神戸市長田区）】 

（第15回認定品） 

非接触で手のひらに液を吹き付けることが出来る世界初の上向

き自動液体噴出装置。電池駆動のため場所を選ばず設置が可能。

用途に合わせて業務用、家庭・個人用を製造・販売。 

段ボールベッド「ひらいてポン」【（株）KEiKA コーポレーション（神戸市長田区）】    

（第16回認定品） 

約１分で組み立てられる段ボールベッド。開くだけで組み立て

られるので女性や高齢者でも簡単に組み立て可能。プライバシ

ーパネルが付いているため、飛沫などが飛散しにくく、感染防止

にも役立つ。簡単に出し入れできる収納スペースも確保。 
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３ IT産業の振興   

◆情報関連産業の状況◆ 

情報通信業は、全国の年間売上高の約８割が東京都に集中し、本県の全国シェアは0.4％

（全国８位）となっている。 

また、本県の情報関連の本社企業数は67社、従業員数は10,780人となっている。 

                                   【情報関連企業数（本社）・従業員数（R2年度）】 

 

〔出典：経済産業省「2020情報通信業基本調査」〕 

 

 

 

 

      〔出典：経済産業省「2020情報通信業基本調査」〕 

 

(1) IT戦略推進事業                     （R3予算 59,106千円） 

県内の情報関連産業の振興や地域の活性化を図るため、IT 関連の事業所を開設する

事業者を支援している。 

〔補助内容〕   

対象経費 
補助 

期間 
IT事業所開設 

高度IT事業所 

開設 ※1 

ITカリスマによる 

事業所開設 ※2 

建物改修費 開
設
時 

1,000千円  1,000千円  

同左 

 空き家改修の場合 ＋1,000千円 ＋1,000千円  

事務機器取得費 500千円  500千円  

賃借料 ３
年
間 

600千円/年 
600～900千円/年 

※地域により異なる 

通信回線使用料 600千円/年 600千円/年 

人件費(高度IT人材)  1,000千円/人･年 2,000千円/人･年 10,000千円/人･年 

補助上限額(３年間) 8,100千円 12,000千円 36,000千円  

 空き家改修の場合 9,100千円 13,000千円  37,000千円  

対象地域 
政令市･中核市･ 

阪神南地域以外 
全県 

補助率 
1/2（県） 

※人件費は定額 

1/2（県1/4、市町1/4） 

※人件費は定額（県:市町=1:1） 

※1 高度IT事業所：高度IT技術を有し、今後成長が見込まれる起業家等 

※2 ITカリスマ ：IT事業所の集積、成長型起業家等の育成、県内事業所へのアドバイス、コ
ーディネート等ができるカリスマ人材 

〔支援実績〕                          （R3.11月末現在） 

 

 

 

 

 

 全国 兵庫県 
 

構成比 

本社企業数 4,894 67 1.4% 

従業員数 1,293,764 10,780 0.8% 

 IT事業所開設 高度IT事業所開設 IT ｶﾘｽﾏによる事業所開設 

R2年度 25 件（新規８件、継続 17 件） 16 件(新規３件、継続 13 件） ３件（新規１件、継続２件） 

R3年度 23 件（新規５件、継続 18 件） 22 件(新規６件、継続 16 件） ３件（新規０件、継続３件） 

東京都 

その他 

【情報通信業売上高の都道府県別構成（R2年度）】 

大阪府 

神奈川県 

81.2%

6.3%

2.5%

2.1%
0.9% 7.0%愛知県 
福岡県 

(兵庫県0.4%） 
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〔支援事例〕 

① 高度IT事業所開設 

(株)Moff（神戸市中央区） [補助期間：R2年度～R5年度] 

3D 動作認識技術搭載の独自ウェアラブル端末「モフバンド」を活用し

た、オンライントレーニングを可能とするヘルスケアサービスを展開 
 

② ITカリスマによる事業所開設 

(株)ｱｲｷｭｰﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ（養父市） [補助期間：R2年度～R5年度] 

見守り電気事業の全国拠点を養父市内に設置し、IT ﾂｰﾙを利用できるｼﾙ

ﾊﾞｰ人材の育成や、首都圏のIT企業及び若手起業家等を養父市内に誘致 

 

 

代表取締役  岩瀨 喜保 
 

(2) 地域IT人材育成事業                 （R3予算 30,445千円） 

県内に事業所を有する IT 事業者等が、地域の多様な主体と連携し、IT を活用でき

る多様な人材を育成しつつ、地域課題の解決を目指す実証事業を実施している。 

〔事業主体〕県内に活動拠点を有するIT関連企業等 

〔対象事業〕IT技術等で地域課題を解決するモデルプロジェクトを通じた地域の  

IT人材育成事業 

〔事 業 費〕１件あたり2,000千円（上限） 

〔採択状況〕10件 

〔採択事例〕 

株式会社海空（淡路市） 

淡路島観光協会や温泉旅館等と連携して、スマ

ートフォン向け淡路島観光情報サイトを開設する

ほか、事業者が市民を対象に動画作成セミナーを

開催し、自ら制作した動画を上記情報サイトに掲

載できるIT人材を育成。 

            
情報サイト「あわ
じしままっぷ」 
グルメページ          

 

(3) ITあわじ会議                       （R3予算 17,000千円） 

国内外からIT等先端技術分野の学識者、経営者等が一堂に会し、最先端技術の動向

把握や意見交換を行い、次世代ビジネスの創出に向けた機運醸成を図るための国際会

議を開催している。 

〔開 催 日〕令和４年３月 

〔開催場所〕淡路夢舞台国際会議場 

〔開催方法〕会場とオンラインのハイブリッド開催(予定) 

〔テ ー マ〕調整中 

《令和２年度実績》 

〔開 催 日〕令和３年３月15日(月) 

〔開催場所〕淡路夢舞台国際会議場 

〔開催方法〕会場とオンラインのハイブリッド開催 

〔テ ー マ〕「日々変化する日常において、国民の健康と生

活を守る技術革新と制度改革」 

〔参 加 者〕630名(オンライン参加含む) 

 

 

【会場の様子(R2年度)】 
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４ 産学官連携による新産業の創出 

本県発の産業シーズを創出し、最先端の技術研究開発の産業化を促進するため、産学官

連携コーディネート機能及びネットワーク機能の強化を支援する。 

 

(1) 成長産業育成コンソーシアムの推進           （R3予算 17,027千円） 

成長産業分野におけるイノベーション創出を促進するため、県内企業や大学、研究

機関等で構成するコンソーシアムを設置し、マッチングや競争的資金の獲得支援、企

業の個別課題への指導・助言等を通じてプロジェクトの具体化を推進している。 

［実施主体］(公財)新産業創造研究機構 

［対象分野］「ロボット･AI･IoT」、「航空・宇宙」、「環境・エネルギー」、「健康・医療」 

［加入企業］県内企業 153社（R3.11月末現在） 

［事業内容］マッチングを通じたプロジェクトの具体化、競争的資金の獲得支援 

①成長産業育成推進員の設置（２名） 

②プロジェクト企画会議の開催（随時） 

③ネットワーキング交流会の開催（分野別に年１～２回） 

④企業コンサルティングの実施（通年） 

⑤全体成果発表会の開催（３月頃予定）  

⑥最先端技術研究事業(COEプログラム)コンソーシアム枠を活用した研究 

開発支援(R3採択数：６件) 

［最先端技術研究事業(COEプログラム)コンソーシアム枠採択事業例］ 

阪神機器㈱（神戸市）、㈱千代田精機（神戸市）、兵庫県立大学 

既存の燃料電池は活性触媒材料として白金を使用していることが高

価格の主要因となっていることから、白金ﾌﾘｰ触媒による低価格・耐久

型燃料電池発電システムを研究開発。  

 

 

(2) ドローン先行的利活用事業               （R3予算 85,220千円） 

県と神戸市の共同事業として、（公財）新産業創造研究機構とも連携し、官民問わず様々 な

分野でドローンを先行的に活用し、その効果を県内企業等に示すことで、次世代産業の創出

と、県民の更なる安全安心な暮らしや、行政サービスの向上･業務の効率化につなげている。 

① 多様な分野でのドローン利活用               （R3.11月末現在） 

分野 テーマ 【括弧内は分野】 

行  政 【防災】有人機・無人機の航空運用調整計画案作成と防災訓練での実証 

【点検】水管橋の施設点検調査 

【測量】西神戸ゴルフ場及び周辺地形測量 

官民連携 【鉄道点検】鉄道構造物の維持管理に係るｺｽﾄ低減及び安全性向上に関する検証 

【ハチ駆除】安全性・効率性の高いハチ駆除サービスの検証 

【農業】スマート農業の実用化に向けた取組～ブロッコリーの栽培管理 

【物流】DID(人口集中)地区での採算性を確保したドローン配送 

【観光】ドローン遠隔操作を活用した新たな観光促進事業 

【屋内点検】巡視点検省人化に向けた屋内自動航行ドローンによる実証実験 

【広告物点検】屋外広告物点検 
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② 県民、事業者の意識醸成のための普及啓発 

時期 ブース出展イベント ブース訪問者 実施内容 

６月 

14日～16日 

Japan Drone 2021 

（幕張メッセ） 

約900名 

（事業者等） 

ブース出展・パネル展示・ 

パネルディスカッション 

11月 

24日～26日 

国際ドローン展 

（東京ビッグサイト） 

約1,000名 

（事業者等） 
ブース出展・成果パネル展示 

 

 

 

                      

 
 
 
 
 
 

 

 

(3) ドローン活用人材育成事業                      （R3予算 15,000千円） 

ドローンの導入により業務の効率化、生産性の向上をめざす県内事業者に対し、県

内のドローンスクール協力の下、ドローンの操縦技術の習得に向けた座学講習と実フ

ィールドでの実習をあわせた研修を実施している。 

〔実施主体〕（公財）新産業創造研究機構 

〔実施方法〕県内５か所のドローンスクールで講習会を実施 

※神戸市２箇所、姫路市、加西市、豊岡市 

〔受講予定者〕：県内企業の従業員等 33名 

【ハチの巣の駆除】      【鉄道高架橋の点検】      【国際ドローン展での出展ブース】 


