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はじめに

今回作成した小冊子は、「かんきょうひょうご通信 こうのとり」の紙面一新と

同時に、公的融資制度だけでなく、もっと幅広い情報を会員の皆様に提供すべきで

はないかと企画委員会の中での発言がきっかけで、作成する運びとなりました。

いままでの情報はそのままに、公的融資・補助金・助成金など、会員の皆様が利用

することが出来るのではないかという情報を企画委員会でピックアップして紹介し

ています。

補助金、助成金を合わせると、日本全国で3000件～5000件あるといわれており、

会員の皆様にどのような情報を発信することが有益かを、第一小委員会で取捨選択

し記載させていただきました。

今年度の注目は、「中小企業等事業再構築促進事業」「廃棄物処理×脱炭素化に

よるマルチベネフィット達成促進事業」などがあります。他にも、コロナ禍、ウィ

ズコロナ、アフターコロナに対しての施策やカーボンニュートラルに対しての産業

廃棄物処理事業者向けの補助なども多く出ております。

本小冊子では記載できなかった情報は、QRコードを読み込んでいただくと、情報元

のサイトを閲覧することが可能です。ぜひそちらもご利用いただければと思います。

最後に、この小冊子の作成にあたり、ご協力賜りました、事務局の皆様、青年部企

画委員会の皆様に心より御礼申し上げます。
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コロナ関連情報

【融資関係】

新型コロナウイル感染症特別貸付（日本政策金融公庫）

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であっ
て、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

新型コロナウイル感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付（日本政策金融公庫）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた法人または個人企業の方であって、J-
Startupプログラムに選定された方、中小企業再生支援協議会の支援を受けて事業
の再生を行う方等

経営環境変化対応資金（日本政策金融公庫）

社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をき
たしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方

【補助金関係】

中小企業等事業再構築促進事業（経済産業省 中小企業庁）

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の
事業再構築を支援

【助成金】

雇用調整助成金（コロナ特例） （厚生労働省）

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の
縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協
定」に基づき、「雇用調整」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助
成するものです。

産業雇用安定助成金 （厚生労働省）

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた
事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方
の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。

【融資・補助金・助成金】
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https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/shihonseiretsugo_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html
https://jigyou-saikouchiku.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html


融資

日本政策金融公庫

金融機関

兵庫県

市区町村

兵庫県外郭団体
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日本政策金融公庫

一般貸付

ほとんどの業種の中小企業の方にご利用いただけます （金融業、投機的事業、一
部の遊興娯楽業等の業種の方はご利用になれません）

参考値 融資限度額：4800万円 返済期間：10年以内

経営環境変化対応資金

社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況の悪化を来しているみなさま
が経営基盤の強化を図るための資金

別枠にて、金融環境変化対応資金、取引企業倒産対応資金など金融機関・取引先の
経営破綻、倒産などで資金繰りが悪化している企業向けの資金もあり

参考値 融資限度額：4800万円 返済期間：15年以内

新事業活動促進資金

経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る方向けの貸付

参考値 融資限度額：7200万円 返済期間：20年以内

中小企業経営力強化資金

外部専門家の指導や助言、または「中小企業の会計に関する基本要領」の適用など
により、経営力の強化を図る方

参考値 融資限度額：7200万円 返済期間：20年以内

企業活力強化資金

卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業または一定の要件を満たす不動産賃
貸業を営む方で、店舗の新築・増改築や機械設備の導入を行う方などの貸付

参考値 融資限度額：7200万円 返済期間：20年以内

IT活用促進資金

情報化投資を行う方向け貸付

参考値 融資限度額：7200万円 返済期間：20年以内

海外展開・事業再編資金

海外展開を図る方など向け貸付

参考値 融資限度額：7200万円 返済期間：20年以内

その他はこちらをご覧ください。

【国民生活事業】
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https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/jiyusij_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/05_kinyuukankyou_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/06_tousanntaisaku_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_sjkakushin_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/64.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/14_syougyousikin_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaigaitenkai.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/index.html


新事業育成資金

新規性、成長性のある事業を始めておおむね5年以内の方など

参考値 融資限度額：7億2000万円 返済期間：20年以内

新事業活動促進資金

経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る方向けの貸付

参考値 融資限度額：7億2000万円 返済期間：20年以内

中小企業経営力強化資金

外部専門家の指導や助言、または「中小企業の会計に関する基本要領」の適用など
により、経営力の強化を図る方

参考値 融資限度額：7億2000万円 返済期間：20年以内

企業活力強化資金

卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業または一定の要件を満たす不動産賃
貸業を営む方で、店舗の新築・増改築や機械設備の導入を行う方などの貸付

参考値 融資限度額：7億2000万円 返済期間：20年以内

IT活用促進資金

情報化投資を行う方向け貸付

参考値 融資限度額：7200万円 返済期間：20年以内

海外展開・事業再編資金

海外展開を図る方など向け貸付

参考値 融資限度額：7200万円 返済期間：20年以内

その他はこちらをご覧ください。

【中小企業事業】

日本政策金融公庫 融資制度検索
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https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_sjkakushin_m_t.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/64_t.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/14_syougyousikin_m_t.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m_t.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaigaitenkai_t.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/index.html


金融機関

三井住友銀行 SDGs推進融資／私募債

本資金調達は、SMBCグループのシンクタンクである株式会社日本総合研究所ととも
に、お客さまのSDGsに関する現状の取組や、本業との関連性を分析し、今後のSDGs
の取組推進に向けたアドバイス等を提供させていただく商品です。

三井住友銀行 SMBC働き方改革融資／私募債

本資金調達は、ＳＭＢＣグループのシンクタンクで、企業の働き方改革に関する知
見と評価実績を有する株式会社日本総合研究所と弊行が作成した基準に基づき、お
客さまの働き方改革推進の取組状況について診断をさせていただき、今後の取組推
進を支援させていただく資金調達商品です。

三井住友銀行 ポジティブ・インパクト金融原則適合型ESG/SDGs評価型資金調達、
SDGs推進資金調達

国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）により策定されたポジティブ・イ
ンパクト金融原則（※1）に適合した融資商品で、加えて、三井住友銀行とシンク
タンクである株式会社日本総合研究所が作成した独自の評価基準に基づき、お客さ
まのESG側面の取組や情報開示、SDGs（持続可能な開発目標）達成への貢献を評価
または分析し、取組や情報開示の適切さについての現状分析、今後の課題、課題へ
の取組事例などを還元させていただくものです。

三井住友銀行 SDGsグリーン/ソーシャル/サステナビリティローン

SDGsグリーン/ソーシャル/サステナビリティローン（以下、「本SDGsローン」）は、
資金使途を、環境や社会課題の解決に資する事業に特定したローンです。

三井住友銀行 ESG/SDGs評価融資/私募債

本資金調達は、ＳＭＢＣグループのシンクタンクである株式会社日本総合研究所と
弊行が作成した基準に基づき、お客さまのESG/SDGsの取組や情報開示の状況につい
てご評価をさせていただき、今後の取組推進を支援させていただく資金調達商品で
す。

みずほ銀行 みずほESGローン（エコ口）

「環境に配慮する経営を行う」または「環境良化・改善を目的とする設備投資を行
う」法人のお客さまを対象とする環境配慮型融資商品

みずほ銀行 環境配慮型社債商品「みずほESG私募債（エコ口）」

「環境に配慮する経営を行う」または「環境良化・改善を目的とする設備投資を行
う」法人のお客さまを対象とする環境配慮型融資商品

【SDGs・ESG関連、働き方改革関連】
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https://www.smbc.co.jp/hojin/financing/sdgs_suishin/
https://www.smbc.co.jp/hojin/financing/workstyle/
https://www.smbc.co.jp/hojin/financing/pif/
https://www.smbc.co.jp/hojin/financing/sdgs_loan/
https://www.smbc.co.jp/hojin/financing/sustainability/
https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/finance/growing_field/eco_assist/index.html
https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/finance/growing_field/eco_shibosai/index.html


兵庫県

経営革新貸付

経営革新計画の県の認定を受けた方または、成長期待企業として（公財）ひょうご
産業活性化センターの支援決定を受けた方など

参考値 融資限度額：1億円 返済期間：10年以内

新技術・新事業創造貸付

新技術・新製品の開発、AI・IoT等の先端設備や業務用燃料電池の導入、健康・福
祉・シルバー関連産業を営む方 など

参考値 融資限度額：2億円 返済期間：10年以内

設備投資促進貸付

既存設備の更新を含む設備投資を行う方

参考値 融資限度額：3億円 返済期間：10年以内

防災促進貸付

BCP に基づき、施設の耐震改修、非常用電源設備の導入、備蓄、物資の購入等、防
災関連の対策を行う

方参考値 融資限度額：15億円 返済期間：15年以内

拠点地区進出貸付

県（産業立地室）の確認を受け、県が指定した拠点地区に進出し、県内常用雇用者
を11人（促進地域は６人）以上雇用する方

参考値 融資限度額：100億円 返済期間：15年以内

テレワーク・就労環境充実貸付

雇用する労働者のための社員寮や事業所内保育施設、テレワーク機器の導入など、
就労環境充実のための環境整備を行う方

参考値 融資限度額：３億円 返済期間：10年以内

経営円滑化貸付

最近３か月間の売上額などが前年同期に比べて５％以上減少している方 など

参考値 融資限度額：１億円 返済期間：10年以内

その他はこちらをご覧ください。

兵庫県融資制度
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https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/03keieikakushin.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/06shingijyutushinjigyousouzou.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/07setubitoushisokusin.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/09bousaisokusin.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/10kyotentikusinsyutu.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/08terewa-kusyuroukankyou.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/20keieienkatuka.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/seidoyuusiitiran.html


兵庫県下市区町村

神戸市

姫路市

尼崎市

明石市

西宮市

洲本市

芦屋市

伊丹市

相生市

豊岡市

加古川市

赤穂市

西脇市

宝塚市

三木市

高砂市

川西市

小野市

三田市

加西市

養父市

丹波市

南あわじ市

朝来市

淡路市

宍粟市

加東市

たつの市

神河町

太子町

上郡町

佐用町

香美町

新温泉町

多可町

猪名川町

お電話にてお問い合わせ下さい。

TEL：072-766-0001（代表）

丹波篠山市

お電話にてお問い合わせ下さい。

TEL：079-552-1111 (代表)

稲美町

お電話にてお問い合わせ下さい。

TEL：079-492-9141（直通）

播磨町

お電話にてお問い合わせ下さい。

079-435-0355(代表)

市川町

お電話にてお問い合わせ下さい。

TEL：0790-26-1010（代表）

福崎町

お電話にてお問い合わせ下さい。

TEL：0790-22-0560（代表）

各市町村でも独自の融資制度や保証制度がございます。
一般的には、本社及び事業所がある各市町村が対象と
なります。

例えば、神戸市などは神戸挑戦企業貸付で限度額1億円、
金利0.85％、融資期間10年があります。

詳しくは各市町村のホームページをご覧いただくか、
お電話にてご連絡していただければと存じます。

各市町村名をクリックしていただきますとホームペー
ジにリンクしていますのでご活用ください。

融資の情報及びリンクページは2021年4月1日時点のも
のですので、予告なくリンクエラー等が発生する場合
がございます。ご了承お願いします。
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http://www.city.kobe.lg.jp/business/promotion/commerce/financing/index.html%EF%BC%89
https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000005798.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/yusi_sonota/068yuusi.html
https://www.city.akashi.lg.jp/sangyou/sangyou_ka/machizukuri/shokogyo/kee/taisakujigyo/hojokin/yushisedo.html
https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/19/1018.html
http://www.city.ashiya.lg.jp/keizai/yuushi.html
http://www.city.itami.lg.jp/ITAMI_BENRI/BUSINESS/1490578832035.html
https://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/chiikishinko/shoukouseido.html
https://www.city.toyooka.lg.jp/sangyo/kigyoshien/1007556.html
https://www.city.kakogawa.lg.jp/jigyoshanokatae/shoko_norinsuisangyo_rodo/shokogyo/1415854272500.html
https://www.city.ako.lg.jp/kensetsu/shoukou/cyuusyoukigyouyuusi.html
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/jigyousyamuke/syoukougyou_kankou/chusyokigyoyushiasen/1357277600525.html
http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kanko/1009616/sangyo/1002642/1002725.html
https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/31/2900.html
http://www.city.takasago.lg.jp/index.cfm/19,0,194,949,html
https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/business/syokogyo/1004109/index.html
https://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/32/g167/1/2/
https://www.city.sanda.lg.jp/shoukou_kankou/27tyuusyou.html
http://www.city.kasai.hyogo.jp/03sigo/05syou/01tyus.htm
https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/sangyokankyo/shoko/1/5047.html
https://www.city.tamba.lg.jp/site/shinsan/h26seidoyuushi1.html
https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/shoukou/shoukougyou-risihokyuu.html
https://www.city.asago.hyogo.jp/0000000280.html
https://www.city.awaji.lg.jp/life/5/44/102/
https://www.city.shiso.lg.jp/shinseisho/jigyo/yushi/index.html
https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/sangyoushinkoubu/shokokankoka/shokokakarikigyoyuchikakari/8495.html
https://www.city.tatsuno.lg.jp/kankou/chuushokigyo.html
http://www.town.kamikawa.hyogo.jp/0000001406.html
http://www.town.hyogo-taishi.lg.jp/soshikikarasagasu/keizai/syoukouroudou/1589522447924.html
http://www.town.kamigori.hyogo.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=13450
https://www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=3040
https://www.town.mikata-kami.lg.jp/www/contents/1110280339210/index.html
https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/index.php?mode=detail&page_id=fd181dd978eb7fe505a758106574af1e
https://www.town.taka.lg.jp/category_guide/contents_type=604
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/koubetyousen.pdf


兵庫県外郭団体

【公益財団法人 兵庫県青少年本部】

ひょうご子ども・若者応援団

青少年育成活動を展開する青少年団体・グループ等の運営基盤の安定化と活動の充
実・ 活性化をめざして、同団体・グループ等が実施する自然体験・社会参加・青
少年リーダーの養成などの青少年育成事業に対して助成します。

【公益財団法人 ひょうご産業活性化センター】

―資金調達―

新事業創出支援貸付（資本性ローン）

ひょうご新産業創造ファンド
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https://seishonen.or.jp/honbu/?p=17071
https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/sinjigyokashituke
https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/fund


経済産業省所管

小規模事業者持続化補助金

規模事業者が新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるため、対
人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビ
ジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するものです。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロ
セスの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。

事業承継・引継ぎ補助金

事業再編、事業統合を含む経営者の交代を契機として経営革新等を行う事業者に対
して、その取組に要する経費の一部を補助します。 また、専門家活用型では、譲
渡側・譲受側双方の始業専門家の活用にかかる費用を補助します。

中小企業等事業再構築促進事業

新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模
の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

サプライチェーン対策のための国内投資促進事業

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、我が国サプライチェーンの脆弱性が顕在化し
たことから、⽣産拠点の集中度が⾼く､サプライチェーンの途絶によるリスクが大
きい重要な製品・部素材、または国民が健康な生活を営む上で重要な製品・部素材
について、国内で生産拠点等を整備しようとする際の設備導入等を支援します。

JAPANブランド育成支援等事業

本事業は、海外展開やそれを見据えた全国展開のために、新商品・サービスの開
発・改良、ブランディングや、新規販路開拓等の取組を中小企業者が行う場合に、
その経費の一部を補助することにより、地域中小企業の域外需要の獲得を図るとと
もに、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的としていま
す。

【経済産業省 中小企業庁】

経済産業省
中小企業庁
ミラサポPlus
サイト

経済産業省
中小企業庁
ミラサポPlus
制度検索サイト
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https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/14880/
https://portal.monodukuri-hojo.jp/
https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/447
https://jigyou-saikouchiku.jp/
https://www.mizuho-ir.co.jp/topics/supplychain/index.html
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2021/210413Jbrand-koubo.pdf


環境省所管

PPA活用など再エネ価格低減等を通じた地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促
進事業

再ｴﾈ・蓄電池の導入及び価格低減促進と調整力の確保等により、再ｴﾈ主力化とﾚｼﾞﾘ
ｴﾝｽ強化を同時に図ります。

低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業（国土交通省連携事業）

ディーゼルトラックの低炭素化や事業所全体でのＣＯ２削減を図ります。

脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業

脱炭素機器のリース料低減を通じてESGリースの取組を促進し、サプライチェーン
全体での脱炭素化を支援します。

地域脱炭素投資促進ファンド事業

再生可能エネルギー発電事業等の脱炭素化プロジェクトに出資します。

工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業

工場・事業場の設備更新、電化・燃料転換、運用改善による脱炭素化に向けた取組
を支援します。

地方と連携した地球温暖化対策活動推進事業

市町村や地域の企業・民間団体等の非政府主体（ノンステートアクター）が実施す
る、各地域における持続可能な脱炭素社会づくりに向けた効果的かつ自発的な行動
変容やライフスタイルの選択を促す取組を支援します。

廃棄物処理×脱炭素化によるマルチベネフィット達成促進事業

廃棄物エネルギーの有効活用等により、地域循環共生圏構築に資する廃棄物処理事
業を支援します。

脱炭素社会構築のための資源循環高度化設備導入促進事業

省CO2型のプラスチック高度リサイクル設備の導入を支援します。

【脱炭素化事業（エネ特）】

環境庁
脱炭素化事業
一覧
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https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/energy-taisakutokubetsu-kaikeir03/matetr03-04.pdf
https://www.msn.com/ja-jp/?ocid=iehp
https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/energy-taisakutokubetsu-kaikeir03/matetr03-37.pdf
https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/energy-taisakutokubetsu-kaikeir03/matetr03-35.pdf
https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/energy-taisakutokubetsu-kaikeir03/matetr03-21.pdf
https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/energy-taisakutokubetsu-kaikeir03/matetr03-19.pdf
https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/energy-taisakutokubetsu-kaikeir03/matetr03-09.pdf
https://www.msn.com/ja-jp/?ocid=iehphttps://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/energy-taisakutokubetsu-kaikeir02/r2hosei3_energy_9.pdf


兵庫県及び県下市町村

【兵庫県】

東播磨ものづくり企業魅力PR・販路開拓支援事業補助

東播磨地域のものづくり中小企業の魅力PRと販路開拓を支援

兵庫県中小企業事業再開支援事業

新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言対象区域の解除に伴い、社会経
済活動が再開されることから、中小法人・個人事業主の皆様を対象に、従業員の労
働環境確保のために取り組む接触感染や飛沫感染の拡大防止にかかる経費を補助

兵庫県最先端技術研究事業

次世代産業を中心とした成長産業分野の育成を図るため、比較的初期段階にある産
学官連携による共同研究を支援する提案公募型の研究補助制度

【神戸市】

副業兼業プロ人材活用による企業のコロナ対策実施支援

「コロナ環境への迅速な対応」、「コロナをきっかけとした事業の見直し・新規事
業の創出」等の取組に対して、人材に支払う委託料の2分の1を補助します。

神戸市中小製造業投資促進等助成制度

サプライチェーン強靭化のための海外生産拠点の神戸市内への移転、コロナ禍にお
いて市民の生命を守る上で重要な製品・部品の生産、戦略産業分野での事業展開に
必要な設備投資、及び生産性を向上させるために必要なIoT・AI・ロボットの導入
について重点的な助成を行います。

【尼崎市】

雇用調整助成金等申請サポート給付金

尼崎市内の事業所において、令和2年4月1日から令和2年12月31日までの緊急対応期
間内に休業等を実施し、「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の申請を
社会保険労務士又は弁護士に依頼した場合、申請手数料等の経費を補助

【たつの市】

事業者緊急支援給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している中小企業者・個人事業
主等へ補助
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https://web.pref.hyogo.lg.jp/ehk11/mono/pr13.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr05/jigyousaikai.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/ie03_000000002.html
https://joins.co.jp/news/kobe/
https://www.city.kobe.lg.jp/a93457/press/2021/20210401140701.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1023267.html
https://www.city.tatsuno.lg.jp/kankou/zigyoushakinkyushienkyuhukin.html


兵庫県外郭団体

【公益財団法人 兵庫県青少年本部】

ひょうご子ども・若者応援団

青少年育成活動を展開する青少年団体・グループ等の運営基盤の安定化と活動の充
実・ 活性化をめざして、同団体・グループ等が実施する自然体験・社会参加・青
少年リーダーの養成などの青少年育成事業に対して助成します。

【公益財団法人 ひょうご産業活性化センター】

―助成金制度―

起業家支援事業

ミドル起業家支援事業

ポストコロナ・スタートアップ支援事業

ひょうご・神戸チャレンジマーケット

【公益社団法人 ひょご環境創造協会】

ひょうご環境保全創造活動支援助成金

社会の構成員すベての参画と協働による環境適合型社会の形成を基調として、健
全で恵み豊かな環境を保全し、ゆとりと潤いのある美しい環境を創造するため、活
動経費の一部を助成しています。

【ひょうご仕事と生活センター】

仕事と生活の調和推進 環境整備支援助成金

多様で柔軟な働き方の促進を目的して職場環境整備を行う事業主に助成金を支給し
ます

中小企業育児・介護 離職者雇用助成金

育児・介護等の理由により離職した方の再就職を促進することを目的として、助成
金を支給しています。

中小企業育児・介護 代替要員確保支援助成金

育児・介護休業の取得及び短時間勤務制度の利用を促進するとともに、休業者が職
場復帰しやすい環境の整備を図ることを目的として、助成金を支給しています。

【公益財団法人 ひょうご科学技術協会】

技術高度化研究開発支援助成事業

播磨地域に事業所を有する企業または個人事業者
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https://seishonen.or.jp/honbu/?p=17071
https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/kigyoka
https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/middle
https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/creative
https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/challengemarket
https://www.eco-hyogo.jp/ecoplaza/shien_josei/
https://www.hyogo-wlb.jp/support/subsidy/detail-4
https://www.hyogo-wlb.jp/support/subsidy/detail-3
https://www.hyogo-wlb.jp/support/subsidy/detail-1
https://hyogosta.jp/s_and_d/gijyutu-jyosei-2


厚生労働省管轄

雇用調整助成金

休業や教育訓練、出向を通じて労働者の雇用を維持した場合に支給される助成金

産業雇用安定助成金

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた
ため、従業員の雇用維持を目的として在籍型出向により従業員を送り出す場合また
は当該従業員を受け入れる場合に支給される助成金

トライアル雇用助成金

55歳未満で安定所等で個別支援を受けている者等（就職氷河期世代を含む。）を試
行的に雇い入れた場合に支給される助成金

特定求職雇用開発助成金

高年齢者（60～64歳）・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れた場合
に支給される助成金

キャリアアップ助成金（正社員化コース）

有期雇用労働者等を正規雇用等へ転換または直接雇用した場合に支給される助成金

人材確保支援助成金（雇用管理制度助成コース）

諸手当等制度や研修制度等の雇用管理制度を導入・実施した場合に支給される助成
金

両立支援等助成金（出生時両立支援コース）

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場環境整備を行い、男性の
育児休業等取得者が出た場合に支給される助成金

人材開発支援助成金（特定訓練コース）

OJTとOff-JTを組み合わせた訓練、若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資す
る訓練など、効果が高い１０時間以上の訓練を行った場合に支給される助成金
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厚生労働省
助成金サイト

助成金
無料診断サイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html


情報サイト一覧

【政府系金融機関】

日本政策金融公庫

商工組合中央金庫

【銀行】

みずほ銀行

三井住友銀行

三菱東京UFJ銀行

りそな銀行

丹波銀行

伊予銀行

池田泉州銀行

百十四銀行

山陰合同銀行

京都銀行

四国銀行

中国銀行

阿波銀行

山口銀行

南都銀行

関西みらい銀行

みなと銀行

徳島大正銀行

トマト銀行

【信用金庫】

尼崎信用金庫

姫路信用金庫

日新信用金庫

兵庫信用金庫

神戸信用金庫

播州信用金庫

淡路信用金庫

西兵庫信用金庫

但陽信用金庫

中兵庫信用金庫

但馬信用金庫

北おおさか信用金庫

鳥取信用金庫

大阪信用金庫

備前日生信用金庫

【信用組合】

兵庫県信用組合

淡陽信用組合

大阪協栄信用組合

兵庫ひまわり信用組合

近畿産業信用組合

【農業協同組合】

ＪＡ兵庫六甲

ＪＡみのり

ＪＡ兵庫みらい

ＪＡあかし

ＪＡ兵庫南

ＪＡ加古川南

ＪＡ兵庫西

ＪＡあいおい

ＪＡハリマ

ＪＡたじま

ＪＡ丹波ひかみ

ＪＡ丹波ささやま

ＪＡ淡路日の出

ＪＡあわじ島
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【金融機関情報】

https://www.jfc.go.jp/
https://www.shokochukin.co.jp/
https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/index.html
https://www.smbc.co.jp/
https://www.bk.mufg.jp/
https://www.resonabank.co.jp/
https://www.tajimabank.co.jp/
https://www.iyobank.co.jp/
https://www.sihd-bk.jp/corporation/
https://www.114bank.co.jp/business/
https://www.gogin.co.jp/
https://www.kyotobank.co.jp/
https://www.shikokubank.co.jp/
https://www.chugin.co.jp/business/
https://www.awabank.co.jp/houjin/
https://www.yamaguchibank.co.jp/corporate/
https://www.nantobank.co.jp/hojin/
https://www.kansaimiraibank.co.jp/hojin/
https://www.minatobk.co.jp/corporate/
https://www.tokugin.co.jp/houjin/index.html
https://www.tomatobank.co.jp/company/index.html
https://www.amashin.co.jp/top-ho.htm
https://www.shinkin.co.jp/himeshin/corporate/
https://www.nisshin-shinkin.co.jp/hojin/index.html
https://www.shinkin.co.jp/hyoshin/
https://www.shinkinbank.co.jp/
http://www.shinkin.co.jp/banshin/
https://www.shinkin.co.jp/awaji/
https://www.shinkin.co.jp/nisisin/
https://www.tanyo-shinkin.co.jp/business/index.html?dd=bc
http://www.nakashin.co.jp/
https://www.tanshin.co.jp/
https://www.kitaosaka-shinkin.co.jp/corp/index.html
https://www.shinkin.co.jp/torishin/
https://www.osaka-shinkin.co.jp/corporation/index.html
https://www.shinkin.co.jp/bizenhinase/corporation/
https://www.hyogokenshin.co.jp/houjin.html
https://www.danyo.co.jp/
https://osaka-kyoei.co.jp/
https://www.h-himawari.com/
https://www.kinsan.co.jp/
http://www.jarokko.or.jp/
http://www.ja-minori.jp/
http://www.hyogomirai.com/
http://www.ja-akashi.or.jp/
http://www.ja-hyogominami.com/
http://www.jakakogawaminami.com/
http://www.ja-hyogonishi.com/
http://www.jaaioi.com/
http://www.ja-tajima.or.jp/
http://www.ja-tajima.or.jp/
http://www.ja-tanbahikami.or.jp/
http://www.ja-tanbasasayama.or.jp/
http://www.ja-awajihinode.com/
http://www.ja-awajishima.or.jp/


情報サイト一覧

厚生労働省

経済産業省

中業企業庁

環境省

兵庫県

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

伊丹市

宝塚市

川西市

三田市

猪名川町

明石市

加古川市

高砂市

稲美町

播磨町

西脇市

三木市

小野市

加西市

加東市

多可町

姫路市

神河町

市川町

福崎町

相生市

たつの市

赤穂市

宍粟市

太子町

上郡町

佐用町

豊岡市

養父市

朝来市

香美町

新温泉町

丹波篠山市

丹波市

洲本市

南あわじ市

淡路市
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【官公庁・県サイト】

https://www.mhlw.go.jp/
https://www.meti.go.jp/
http://www.city.itami.lg.jp/
http://www.city.itami.lg.jp/
http://www.city.itami.lg.jp/
http://www.city.itami.lg.jp/
http://www.city.itami.lg.jp/
http://www.city.itami.lg.jp/
http://www.city.itami.lg.jp/
http://www.city.itami.lg.jp/
http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/
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