
平成２平成２平成２平成２９９９９年度年度年度年度    中小企業サポートセンター事業中小企業サポートセンター事業中小企業サポートセンター事業中小企業サポートセンター事業    実績実績実績実績    

    

中小企業振興条例に基づき、中小企業を総合的に支援する「中小企業サポートセンター」を設置し、中小企業振興条例に基づき、中小企業を総合的に支援する「中小企業サポートセンター」を設置し、中小企業振興条例に基づき、中小企業を総合的に支援する「中小企業サポートセンター」を設置し、中小企業振興条例に基づき、中小企業を総合的に支援する「中小企業サポートセンター」を設置し、

中小企業の創業、経営革新、経営基盤の強化などのため、身近な経営相談窓口、企業訪問、セミナー・中小企業の創業、経営革新、経営基盤の強化などのため、身近な経営相談窓口、企業訪問、セミナー・中小企業の創業、経営革新、経営基盤の強化などのため、身近な経営相談窓口、企業訪問、セミナー・中小企業の創業、経営革新、経営基盤の強化などのため、身近な経営相談窓口、企業訪問、セミナー・

交流会の開催、専門機関へのコーディネート、情報発信等の支援を行った。交流会の開催、専門機関へのコーディネート、情報発信等の支援を行った。交流会の開催、専門機関へのコーディネート、情報発信等の支援を行った。交流会の開催、専門機関へのコーディネート、情報発信等の支援を行った。    

    

１１１１    相談実績相談実績相談実績相談実績    

    

((((ｱｱｱｱ))))    相談日数相談日数相談日数相談日数            222247474747 日（日（日（日（平成平成平成平成 29292929 年年年年 4444 月月月月 1111 日～日～日～日～平成平成平成平成 30303030 年年年年 3333 月月月月 31313131 日日日日））））    

    

((((ｲｲｲｲ))))    相談件数相談件数相談件数相談件数            1,1,1,1,652652652652 件件件件（男（男（男（男：：：：1,1,1,1,151515155555 件件件件    女女女女：：：：497497497497 件）件）件）件）    

    

((((ｳｳｳｳ))))        業種別相談件数業種別相談件数業種別相談件数業種別相談件数    

農業農業農業農業    建設業建設業建設業建設業    製造業製造業製造業製造業    卸売業卸売業卸売業卸売業    小売業小売業小売業小売業    飲食業飲食業飲食業飲食業    
サービサービサービサービ

ス業ス業ス業ス業    
運輸業運輸業運輸業運輸業    

情報通情報通情報通情報通

信業信業信業信業    
不動産不動産不動産不動産    

53535353    62626262    507507507507    87878787    248248248248    282282282282    275275275275    16161616    13131313    16161616    

その他その他その他その他    

93939393    

    

((((ｴｴｴｴ))))        相談形態別相談件数相談形態別相談件数相談形態別相談件数相談形態別相談件数    

窓口窓口窓口窓口    電話電話電話電話    メールメールメールメール    訪問訪問訪問訪問    相談会相談会相談会相談会    

409409409409    291291291291    76767676    862862862862    11114444    

    

((((ｵｵｵｵ))))        内容別相談件数（内容別相談件数（内容別相談件数（内容別相談件数（複数複数複数複数相談）相談）相談）相談）                    

経営経営経営経営・・・・    

事業承継事業承継事業承継事業承継    

経営経営経営経営    

全般全般全般全般    

事業事業事業事業    

計画計画計画計画    

経営経営経営経営    

革新革新革新革新    

事業事業事業事業    

承継承継承継承継    
ＩＴＩＴＩＴＩＴ    

企業企業企業企業    

法務法務法務法務    

353535359999    196196196196    138138138138    7777    35353535    4444    

農業農業農業農業    
許認可許認可許認可許認可    

届出届出届出届出    

店舗店舗店舗店舗    

施設施設施設施設        

53535353    25252525    47474747    

ものづくりものづくりものづくりものづくり    
技術技術技術技術    

生産生産生産生産    

現場現場現場現場    

生産生産生産生産    

設備設備設備設備    

新製品新製品新製品新製品

開発開発開発開発    

知的知的知的知的    

財産財産財産財産        

3333    4444    41414141    38383838    6666    

販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓    

市場商市場商市場商市場商

圏調査圏調査圏調査圏調査    

販売促販売促販売促販売促

進ＰＲ進ＰＲ進ＰＲ進ＰＲ    

販路販路販路販路    

取引取引取引取引    

ビジネスビジネスビジネスビジネス    

マッチングマッチングマッチングマッチング    
連携連携連携連携    

12121212    106106106106    141141141141    49494949    4444    

資金資金資金資金    

公的公的公的公的    

融資融資融資融資    
補助金補助金補助金補助金    税務税務税務税務    

資金資金資金資金    

計画計画計画計画    

経営改経営改経営改経営改

善計画善計画善計画善計画    

80808080    627627627627    9999    38383838    1111    

労務労務労務労務    

労務労務労務労務    

管理管理管理管理    

人材人材人材人材    

育成育成育成育成    

人事人事人事人事    

組織組織組織組織    

雇用助雇用助雇用助雇用助

成金成金成金成金        

42424242    17171717    1111    31313131    

起業・創業起業・創業起業・創業起業・創業    
創業創業創業創業    

第二第二第二第二    

創業創業創業創業    
ビジネスプランビジネスプランビジネスプランビジネスプラン    

会社会社会社会社    

設立設立設立設立    

創業創業創業創業    

手続手続手続手続    

540540540540    36363636    19191919    20202020    7777    

中小企業中小企業中小企業中小企業    

施策活用施策活用施策活用施策活用    

経営革経営革経営革経営革

新計画新計画新計画新計画    

農商工農商工農商工農商工

連携連携連携連携    

６次６次６次６次    

産業化産業化産業化産業化    

商店街商店街商店街商店街

活性化活性化活性化活性化    

国県市国県市国県市国県市    

施策施策施策施策        

131131131131    7777    57575757    4444    231231231231    



その他その他その他その他    
その他その他その他その他    

43434343    

    

((((カカカカ))))            主な支援実績主な支援実績主な支援実績主な支援実績件数件数件数件数    

        補助金補助金補助金補助金    

名名名名    称称称称    件数件数件数件数    

創業補助金創業補助金創業補助金創業補助金((((国国国国))))    1111    

小規模事業者持続化補助金小規模事業者持続化補助金小規模事業者持続化補助金小規模事業者持続化補助金((((国国国国))))    4444    

中小企業組合等活路開拓事業補助金中小企業組合等活路開拓事業補助金中小企業組合等活路開拓事業補助金中小企業組合等活路開拓事業補助金((((国国国国))))    1111    

新規就農青年給付金新規就農青年給付金新規就農青年給付金新規就農青年給付金((((国国国国))))    1111    

女性起業家支援事業補助金女性起業家支援事業補助金女性起業家支援事業補助金女性起業家支援事業補助金((((県県県県))))    1111    

シニア起業家支援事業補助金シニア起業家支援事業補助金シニア起業家支援事業補助金シニア起業家支援事業補助金((((県県県県))))    1111    

高齢者コミュニティ・ビジネス離陸応援事業補助高齢者コミュニティ・ビジネス離陸応援事業補助高齢者コミュニティ・ビジネス離陸応援事業補助高齢者コミュニティ・ビジネス離陸応援事業補助

金金金金((((県県県県))))    
1111    

がんばる小規模事業者支援事業補助金がんばる小規模事業者支援事業補助金がんばる小規模事業者支援事業補助金がんばる小規模事業者支援事業補助金((((販売促進販売促進販売促進販売促進

ツール作成支援ツール作成支援ツール作成支援ツール作成支援)()()()(県県県県))))    
1111    

オンリーワンを目指す企業補助金オンリーワンを目指す企業補助金オンリーワンを目指す企業補助金オンリーワンを目指す企業補助金((((県県県県))))    2222    

農業団体補助金農業団体補助金農業団体補助金農業団体補助金    1111    

財団補助金財団補助金財団補助金財団補助金    1111    

合合合合    計計計計    15151515    

                    

融資融資融資融資    

名名名名    称称称称    件数件数件数件数    

創業融資創業融資創業融資創業融資((((日本政策金融公庫日本政策金融公庫日本政策金融公庫日本政策金融公庫))))    10101010    

創業融資創業融資創業融資創業融資((((就農資金就農資金就農資金就農資金)()()()(日本政策金融公庫日本政策金融公庫日本政策金融公庫日本政策金融公庫))))    1111    

ひょうごチャレンジ起業支援貸付ひょうごチャレンジ起業支援貸付ひょうごチャレンジ起業支援貸付ひょうごチャレンジ起業支援貸付((((県県県県))))    1111    

開業資金（プロパー融資）開業資金（プロパー融資）開業資金（プロパー融資）開業資金（プロパー融資）    1111    

高度化事業計画設備融資（日本政策金融公庫）高度化事業計画設備融資（日本政策金融公庫）高度化事業計画設備融資（日本政策金融公庫）高度化事業計画設備融資（日本政策金融公庫）    1111    

合合合合    計計計計    14141414    

                    

創業実現者創業実現者創業実現者創業実現者                                11115555 人（男人（男人（男人（男 8888 人人人人    女女女女 7777 人）人）人）人）    

法人設立法人設立法人設立法人設立                                        3333 件件件件    

商圏・立地調査商圏・立地調査商圏・立地調査商圏・立地調査                                4444 件件件件        

        経営革新計画経営革新計画経営革新計画経営革新計画((((県県県県))))の承認の承認の承認の承認            8888 件件件件    

        経営力向上計画経営力向上計画経営力向上計画経営力向上計画((((国国国国))))の認定の認定の認定の認定        7777 件件件件    

            ビジネスマッチングビジネスマッチングビジネスマッチングビジネスマッチング                    9999 件件件件    

産学連携産学連携産学連携産学連携                                        1111 件件件件    

プレスリリースプレスリリースプレスリリースプレスリリース((((新聞掲載新聞掲載新聞掲載新聞掲載))))        11113333 件件件件    

メディア出演支援メディア出演支援メディア出演支援メディア出演支援                        3333 件件件件    

成長期待企業成長期待企業成長期待企業成長期待企業((((県県県県))))の認定の認定の認定の認定            2222 件件件件    

ひょうご新商品ひょうご新商品ひょうご新商品ひょうご新商品調達調達調達調達支援制度支援制度支援制度支援制度((((県県県県))))の認定の認定の認定の認定    1111 件件件件    

    

２２２２    説明会説明会説明会説明会    

        ((((ｱｱｱｱ))))        小規模事業者持続化補助金採択者向け説明会小規模事業者持続化補助金採択者向け説明会小規模事業者持続化補助金採択者向け説明会小規模事業者持続化補助金採択者向け説明会        

    開催日開催日開催日開催日            平成平成平成平成 29292929 年年年年 4444 月月月月 14141414 日日日日    

            参加者参加者参加者参加者            6666 人人人人    

        主主主主    催催催催                三木商工会議所三木商工会議所三木商工会議所三木商工会議所、、、、三木市中小企業サポートセンター三木市中小企業サポートセンター三木市中小企業サポートセンター三木市中小企業サポートセンター    

((((ｲｲｲｲ))))        創業者のための易しい会計セミナー創業者のための易しい会計セミナー創業者のための易しい会計セミナー創業者のための易しい会計セミナー    

        開催日開催日開催日開催日            平成平成平成平成 22229999 年年年年 6666 月月月月 11116666 日日日日    



        参加者参加者参加者参加者            11114444 人人人人    

主主主主    催催催催                三木市中小企業サポートセンター、三木商工会議所三木市中小企業サポートセンター、三木商工会議所三木市中小企業サポートセンター、三木商工会議所三木市中小企業サポートセンター、三木商工会議所、吉川町商工会、、吉川町商工会、、吉川町商工会、、吉川町商工会、    

                兵庫県信用組合三木支店兵庫県信用組合三木支店兵庫県信用組合三木支店兵庫県信用組合三木支店    

    

３３３３    三木市創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業三木市創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業三木市創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業三木市創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業    

「「「「産業競争力強化法｣に基づき、地域の創業を促進するため、産業競争力強化法｣に基づき、地域の創業を促進するため、産業競争力強化法｣に基づき、地域の創業を促進するため、産業競争力強化法｣に基づき、地域の創業を促進するため、三木市が創業支援事業者（地域経済三木市が創業支援事業者（地域経済三木市が創業支援事業者（地域経済三木市が創業支援事業者（地域経済

団体、地域金融機関）と連携して団体、地域金融機関）と連携して団体、地域金融機関）と連携して団体、地域金融機関）と連携して実施する｢三木市創業支援事業計画｣が、平成２６年３月２０日に実施する｢三木市創業支援事業計画｣が、平成２６年３月２０日に実施する｢三木市創業支援事業計画｣が、平成２６年３月２０日に実施する｢三木市創業支援事業計画｣が、平成２６年３月２０日に

国の第１回認定を受け、特定創業支援事業として、市と創業支援事業者が連携して創業者に対して国の第１回認定を受け、特定創業支援事業として、市と創業支援事業者が連携して創業者に対して国の第１回認定を受け、特定創業支援事業として、市と創業支援事業者が連携して創業者に対して国の第１回認定を受け、特定創業支援事業として、市と創業支援事業者が連携して創業者に対して

行う経営、財務、人材育成、販路開拓の行う経営、財務、人材育成、販路開拓の行う経営、財務、人材育成、販路開拓の行う経営、財務、人材育成、販路開拓の４４４４つの知識が身につくセミナー、継続的な個別相談を実施つの知識が身につくセミナー、継続的な個別相談を実施つの知識が身につくセミナー、継続的な個別相談を実施つの知識が身につくセミナー、継続的な個別相談を実施

した。した。した。した。    

    

((((ｱｱｱｱ))))    セミナーセミナーセミナーセミナー    

名称・内容名称・内容名称・内容名称・内容    主催機関主催機関主催機関主催機関    開催日開催日開催日開催日    
参加者数参加者数参加者数参加者数    

（延べ人数）（延べ人数）（延べ人数）（延べ人数）    

けんしん創業塾けんしん創業塾けんしん創業塾けんしん創業塾    兵庫県信用組合兵庫県信用組合兵庫県信用組合兵庫県信用組合    
平成平成平成平成 22229999 年年年年 6666 月月月月 24242424 日、日、日、日、7777 月月月月 1111

日・日・日・日・8888 日・日・日・日・15151515 日日日日    
17171717 人人人人(46(46(46(46 人人人人))))    

三木ＣＣＩ創業ビジネス三木ＣＣＩ創業ビジネス三木ＣＣＩ創業ビジネス三木ＣＣＩ創業ビジネス

プラン塾プラン塾プラン塾プラン塾    
三木商工会議所三木商工会議所三木商工会議所三木商工会議所    

平成平成平成平成 22229999 年年年年 9999 月月月月 16161616 日・日・日・日・23232323 日・日・日・日・

30303030 日、日、日、日、10101010 月月月月 7777 日・日・日・日・14141414 日日日日    
20202020 人人人人(74(74(74(74 人人人人))))    

創業セミナー創業セミナー創業セミナー創業セミナー    吉川町商工会吉川町商工会吉川町商工会吉川町商工会    平成平成平成平成 29292929 年年年年 11111111 月月月月 18181818 日・日・日・日・25252525 日日日日        10101010 人人人人(16(16(16(16 人人人人))))    

起業ビジネスプラン塾起業ビジネスプラン塾起業ビジネスプラン塾起業ビジネスプラン塾    
三木市中小企業三木市中小企業三木市中小企業三木市中小企業    

サポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンター    

平成平成平成平成 30303030 年年年年 1111 月月月月 13131313 日・日・日・日・20202020 日・日・日・日・

27272727 日、日、日、日、2222 月月月月 3333 日・日・日・日・24242424 日日日日    
9999 人人人人(31(31(31(31 人人人人))))    

合合合合    計計計計            56565656 人人人人(167(167(167(167 人人人人))))    

                    

セミナーのセミナーのセミナーのセミナーの創業実現者創業実現者創業実現者創業実現者            11111111 人人人人    

    

((((ｲｲｲｲ))))    創業相談創業相談創業相談創業相談    

相談件数相談件数相談件数相談件数                353353353353 件（件（件（件（55557777 人）人）人）人）    

    創業相談の創業相談の創業相談の創業相談の創業実現者創業実現者創業実現者創業実現者            11115555 人人人人    

相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口                三木市三木市三木市三木市中小企業サポートセンター中小企業サポートセンター中小企業サポートセンター中小企業サポートセンター    

    

((((ｳｳｳｳ) ) ) )     特定創業支援事業の証明書特定創業支援事業の証明書特定創業支援事業の証明書特定創業支援事業の証明書    

発行数発行数発行数発行数                    11111111 枚枚枚枚((((7777 人人人人))))    

    

４４４４    起業家支援事業起業家支援事業起業家支援事業起業家支援事業    

        新しい産業を育成し、市内の産業振興を図るため、新規性、独創性のあるビジネスプランを有す新しい産業を育成し、市内の産業振興を図るため、新規性、独創性のあるビジネスプランを有す新しい産業を育成し、市内の産業振興を図るため、新規性、独創性のあるビジネスプランを有す新しい産業を育成し、市内の産業振興を図るため、新規性、独創性のあるビジネスプランを有す

る企業や人材を発掘するとともに、市内で創業し、又は新たな事業を展開しようとする者を支援しる企業や人材を発掘するとともに、市内で創業し、又は新たな事業を展開しようとする者を支援しる企業や人材を発掘するとともに、市内で創業し、又は新たな事業を展開しようとする者を支援しる企業や人材を発掘するとともに、市内で創業し、又は新たな事業を展開しようとする者を支援し

た。た。た。た。    

    

(1)(1)(1)(1)    女性起業家支援事業補助金女性起業家支援事業補助金女性起業家支援事業補助金女性起業家支援事業補助金    

意欲ある女性の新たな活力を引き出すため、市内で起業又は第二創業をめざす女性起業家に対し、意欲ある女性の新たな活力を引き出すため、市内で起業又は第二創業をめざす女性起業家に対し、意欲ある女性の新たな活力を引き出すため、市内で起業又は第二創業をめざす女性起業家に対し、意欲ある女性の新たな活力を引き出すため、市内で起業又は第二創業をめざす女性起業家に対し、

補助金を交付した。補助金を交付した。補助金を交付した。補助金を交付した。    

補助金の申請書類の作成にあたっては、三木市中小企業サポートセンターが指導及び助言を行っ補助金の申請書類の作成にあたっては、三木市中小企業サポートセンターが指導及び助言を行っ補助金の申請書類の作成にあたっては、三木市中小企業サポートセンターが指導及び助言を行っ補助金の申請書類の作成にあたっては、三木市中小企業サポートセンターが指導及び助言を行っ

た。た。た。た。            

    

        アアアア    件件件件        数数数数            3333 件件件件    

        イイイイ    補助金補助金補助金補助金額額額額            1,500,0001,500,0001,500,0001,500,000 円円円円    

    

(2)(2)(2)(2)    女性起業セミナー女性起業セミナー女性起業セミナー女性起業セミナー        



アアアア    開 催開 催開 催開 催 日日日日            平成平成平成平成 29292929 年年年年 12121212 月月月月 5555 日・日・日・日・12121212 日・日・日・日・14141414 日日日日    

イイイイ    講講講講 師師師師            インプルウヴ代表インプルウヴ代表インプルウヴ代表インプルウヴ代表    中小企業診断士中小企業診断士中小企業診断士中小企業診断士    齋藤齋藤齋藤齋藤    晴美晴美晴美晴美    氏氏氏氏    

ウウウウ    参加人参加人参加人参加人数数数数                    14141414 人人人人((((延べ延べ延べ延べ 28282828 人人人人))))    

エエエエ    主主主主        催催催催                        三木市三木市三木市三木市・三木市中小企業サポートセンター・日本政策金融公庫・・三木市中小企業サポートセンター・日本政策金融公庫・・三木市中小企業サポートセンター・日本政策金融公庫・・三木市中小企業サポートセンター・日本政策金融公庫・            

兵庫県信用保証協会・三木市男女共同参画センター兵庫県信用保証協会・三木市男女共同参画センター兵庫県信用保証協会・三木市男女共同参画センター兵庫県信用保証協会・三木市男女共同参画センター    

    

(3)(3)(3)(3)    女性起業相談会女性起業相談会女性起業相談会女性起業相談会    

アアアア    開 催開 催開 催開 催 日日日日                平成平成平成平成 29292929 年年年年 12121212 月月月月 19191919 日・日・日・日・21212121 日日日日    

イイイイ    相 談相 談相 談相 談 員員員員                インプルウヴ代表インプルウヴ代表インプルウヴ代表インプルウヴ代表    中小企業診断士中小企業診断士中小企業診断士中小企業診断士    齋藤齋藤齋藤齋藤    晴美晴美晴美晴美    氏氏氏氏    

ウウウウ    参加人参加人参加人参加人数数数数                    3333 名（延べ名（延べ名（延べ名（延べ 4444 名）名）名）名）    

エエエエ    場場場場 所所所所            三木市中小企業サポートセンター三木市中小企業サポートセンター三木市中小企業サポートセンター三木市中小企業サポートセンター    

    

(4)(4)(4)(4)    起業家支援利息補給制度起業家支援利息補給制度起業家支援利息補給制度起業家支援利息補給制度    

        日本政策金融公庫より起業に関する融資を受けた方に対し支払った利息の一部を補給した。日本政策金融公庫より起業に関する融資を受けた方に対し支払った利息の一部を補給した。日本政策金融公庫より起業に関する融資を受けた方に対し支払った利息の一部を補給した。日本政策金融公庫より起業に関する融資を受けた方に対し支払った利息の一部を補給した。    

日本政策金融公庫の創業融資関係書類（創業計画書・事業計画書）の作成にあたっては、三木日本政策金融公庫の創業融資関係書類（創業計画書・事業計画書）の作成にあたっては、三木日本政策金融公庫の創業融資関係書類（創業計画書・事業計画書）の作成にあたっては、三木日本政策金融公庫の創業融資関係書類（創業計画書・事業計画書）の作成にあたっては、三木

市中小企業サポートセンターが指導及び助言を行った。市中小企業サポートセンターが指導及び助言を行った。市中小企業サポートセンターが指導及び助言を行った。市中小企業サポートセンターが指導及び助言を行った。    

    

    アアアア    利息補給の支払利息補給の支払利息補給の支払利息補給の支払対象期間対象期間対象期間対象期間        平成平成平成平成 29292929 年年年年 4444 月月月月 1111 日～平成日～平成日～平成日～平成 30303030 年年年年 3333 月月月月 31313131 日日日日    

    イイイイ    平成平成平成平成 29292929 年度の年度の年度の年度の申込件申込件申込件申込件数数数数            8888 件件件件    

    ウウウウ    全体の全体の全体の全体の補給対象者補給対象者補給対象者補給対象者                    22225555 件件件件    

        エエエエ    補給金補給金補給金補給金額額額額                                    686,300686,300686,300686,300 円円円円    

    

５５５５    中小企業中小企業中小企業中小企業者等設備投資促進事業者等設備投資促進事業者等設備投資促進事業者等設備投資促進事業    

市内で事業を営む中小企業者が、事業の拡大・生産性の向上・効率化及び省エネルギー対策等の市内で事業を営む中小企業者が、事業の拡大・生産性の向上・効率化及び省エネルギー対策等の市内で事業を営む中小企業者が、事業の拡大・生産性の向上・効率化及び省エネルギー対策等の市内で事業を営む中小企業者が、事業の拡大・生産性の向上・効率化及び省エネルギー対策等の

経営改善が見込まれる設備等を整備する場合に資金の一部を支援した。経営改善が見込まれる設備等を整備する場合に資金の一部を支援した。経営改善が見込まれる設備等を整備する場合に資金の一部を支援した。経営改善が見込まれる設備等を整備する場合に資金の一部を支援した。    

補助金の申請書類の作成にあたっては、三木市中小企業サポートセンターが指導及び助言を行っ補助金の申請書類の作成にあたっては、三木市中小企業サポートセンターが指導及び助言を行っ補助金の申請書類の作成にあたっては、三木市中小企業サポートセンターが指導及び助言を行っ補助金の申請書類の作成にあたっては、三木市中小企業サポートセンターが指導及び助言を行っ

た。た。た。た。            

    

アアアア    補助補助補助補助対象件数対象件数対象件数対象件数            37373737 件件件件    

        イイイイ    補助金補助金補助金補助金交付額交付額交付額交付額            38,847,00038,847,00038,847,00038,847,000 円円円円    

    


