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平成２０年度中小企業支援計画

１．基本方針

平成２０年度は、神戸開港 140 年を経た本市の新たな創造と飛躍に向けて、引き続き元

気な産業のまちづくりや観光交流都市づくり、文化創造都市づくりなどに全力で取り組み、

これからの神戸づくりを着実にすすめていかなければならない。

日本経済は、景気に一部弱さが見られるものの回復しているとされているが、昨年末に

は企業収益の判断が 33ヶ月ぶりに下方修正されたほか、アメリカのサブプライム住宅ロ

ーン問題を背景とする金融資本市場の変動や原油価格の高騰が我が国経済に与える影響に

ついては注視する必要があるとされているなど、先行きに対する警戒感は強まっており、

今後の見通しについては予断を許さない状況となっている。

その中で、神戸経済を支えてきた中小企業の高度化・活性化を促すために、企業を支え

る「人財」の確保・育成や、企業の持つ資金や設備などの「資財」の充実・強化、産学官

や企業間連携による新たな「ネットワーク」の構築など、中小企業の主体的な取り組みに

対して、積極的に支援していき、市民生活の基盤である働く場を確保し、多様な人材の就

業につなげていく。

まず、市内の事業拠点で製造業を営む中小企業者を対象に、引き続き工場の新増設や設

備投資に対し、中小製造業投資促進助成制度を活用した支援を行うとともに、市内を拠点

に新しい分野への意欲ある事業展開をはかる中小企業等を対象に、神戸挑戦企業等総合支

援事業や「ＫＯＢＥドリームキャッチプロジェクト」による支援を行い、意欲ある企業を

応援していく。また、神戸ものづくりクラスター支援センターの相談体制を一層強化する

ほか、ものづくりインキュベート室を増設するなど、地元中小企業のものづくり技術・デ

ザイン力の高度化を推進する。

若年者の技術離れや団塊世代の大量退職などにより、技能分野における人材不足が深刻

化していることから、市内中小製造業の行う「神戸で働く魅力発信事業」を支援するとと

もに、高等専門学校が実施する若手ものづくり人材育成事業などとの連携を進めるほか、

ものづくり産業に従事する技能職者の技能の一層の向上をめざして、技能グランプリ・兵

庫大会の開催を支援する。

就業促進では、神戸ワーク・ネットワークを活用し、中小企業と人材のマッチングの場

の提供や、女性・高年齢者などの多様な働き方の推進に取り組む。

商店街・小売市場では、地域特性に応じた有効な活性化策を検討するため、各商業地の

商業環境の把握などの概況調査を行うとともに、引き続き空き店舗活用支援やアドバイザ

ー派遣などを実施するほか、環境にやさしい商店街・市場を重点テーマに地域力アップに

貢献する取り組みを支援する。

ロボット開発による神戸経済の活性化やロボット技術の進展に伴う夢の創出をめざして、

民学産と行政が一体となってＲＴ構想を推進するため、神戸ＲＴビジネスプラットフォー

ムを拠点として産業化への取り組みを強化するとともに、第８回レスキューロボットコン

テストなどを開催する。
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２．事業の実施体制

（１）本市の実施体制

本市では、国等との適切な役割分担の下、市の事業と(財)神戸市産業振興財団への委

託事業及び補助事業等により中小企業の技術力の向上・国際化への対応、人材の育成を

支援し、経営基盤の強化をしていくため、適切な対応を図る。

なお、神戸医療産業都市構想の実施は、（財）先端医療振興財団を核として関係機関

との連携・協力を図り医療関連産業を重点分野に新事業創出への取り組みを推進してい

く。

（２）神戸市中小企業支援センターの実施体制

本市は、平成１３年４月に(財)神戸市産業振興財団が中小企業支援法に基づく指定法

人（神戸市中小企業支援センター）として指定され、市各部局の実施する各種施策と連

携しながら中小企業支援の一層の充実を図っている。当財団は、平成４年に設立以来、

中小企業の情報化促進や技術力の向上・人材の育成等従来から幅広く中小企業支援策を

実施してきており、事業者の目線に立った時代に即した支援策を一層積極的に展開して

いる。

中小企業支援事業を効果的に実施するため、産学連携推進コーディネーター１名、並

びに経営、技術及び ITを専門とするアドバイザー３名を配置する。

支援事業の選定に関する助言及び事後評価を行う支援事業評価委員会、挑戦企業のビ

ジネスプランの評価及び認定の委員会、専門家派遣、ベンチャー企業育成等に関して企

業選定、施策評価等を行う委員会を設置し、公正性を保つとともに、委員の知見を活用

することによって、事業の円滑かつ効率的な運営を図る。

支援事業の実施にあたっては、ワンストップサービス機能を強化するため、ひょうご

産業活性化センター、神戸地域中小企業支援センター（神戸商工会議所）、中小企業ベ

ンチャー総合支援センター近畿（中小企業基盤整備機構）をはじめとした支援機関との

一層の連携に努める。また、支援事業の実施にあたっては、民間の企業経営経験者、コ

ンサルタント、学識経験者をはじめとした外部の専門家等の積極的活用を図り、効果的

な支援を行っていく。
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３．事業の概要

（１）本市の事業

① 医療機器等開発支援の充実 85,642 千円

地元中小企業の医療機器などの開発を促進するため、専門家によるアドバイザー

派遣を行い、特許、薬事法等に関する調査、指導等のサポートや、神戸進出医療関

連企業ニーズ調査を行う。また、医療機器開発や薬事法承認手続きの総合的な相談

窓口である（財）先端医療振興財団の「医療機器サポートプラザ」の運営を支援す

る。さらに、引き続き医療分野などの研究開発、事業化を推進するための補助を行

う。

② 「中小企業活性化プログラム」の推進

「価値を創造する元気な産業のまち」の実現をめざして、平成 18 年度に策定し

た「中小企業活性化プログラム」を関係機関と連携して推進することで、神戸経済

の競争力を高め、持続的発展の基盤を形成していく。

③ 神戸挑戦企業等総合支援事業 99,124 千円

神戸を拠点に起業、新分野進出、新事業展開などに取り組む中小企業を“挑戦企

業”と位置づけ、挑戦企業への支援を総合的に実施することで、中小企業の活性化

を促進する。

ア 神戸挑戦企業等支援補助

・神戸医療・健康・福祉分野研究開発費補助

・神戸ＲＴ（ロボットテクノロジー）事業開発補助

・ファッション産業ブレークスルー支援事業補助

・神戸挑戦企業事業具体化支援補助

イ 挑戦企業等支援施設の提供

・神戸市産業振興センター、神戸ファッションマートのＳＯＨＯプラザ

・ものづくりインキュベート室

・神戸インキュベーションオフィス

④ 神戸ものづくりクラスター支援センターの機能拡充 10,990 千円

神戸の強みである「ものづくり産業」のさらなる飛躍をめざして、ものづくりの

総合支援拠点である「神戸ものづくりクラスター支援センター」のさらなる機能拡

充を行い、地元中小企業の新技術・新製品の開発を強力にバックアップする。

・「ＮＩＲＯものづくり試作開発センター」での技術指導体制の強化

・ものづくりインキュベート室の増設
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⑤ 神戸ワーク・ネットワーク（就業促進協議会） 2,693 千円

経済界・労働界・教育界・ＮＰＯ・行政などの各界で構成する「神戸ワーク・

ネットワーク」において、就業支援策を検討・実施し、連携により市域の就業環

境の向上をめざす。

・ 中小企業の人材の確保支援

・ 若年者・女性・高齢者の就業促進プログラム

⑥ 神戸ＲＴ（ロボットテクノロジー）構想の推進 39,114 千円

ロボット技術の進展に伴う中小企業の技術の高度化やロボット開発による神戸経

済の活性化を、民学産と行政が一体となって推進し、神戸ＲＴ構想を推進する。

・「神戸ＲＴビジネスプラットフォーム」の運営

・ 神戸ＲＴ構想研究開発支援事業

・ 神戸ロボット事業開発補助

・ ロボット関連イベントの開催支援

⑦ 中小企業デザイン力強化事業 6,300 千円

ア 「ＫＯＢＥデザイン・プロダクト」支援事業

神戸市産業振興財団・ＮＩＲＯ・神戸芸術工科大学などと連携し、デザイナー

と地元ものづくり企業をコーディネートするとともに、技術・マーケティングな

どの集中的な支援を行うことで、神戸らしいデザイン性に優れた新製品の開発や

商品化を促進する。

イ 異分野のデザイナーが考える「神戸洋菓子」デザインフェスタの開催

異分野のデザイナーから洋菓子のデザインを広く募集し、デザイナーと地元洋

菓子職人とのコラボレーションによって、神戸から新しい洋菓子のスタイルを提

案・発信し、デザインに関する新たな人脈や知恵の交流･融合を生み出す。

ウ ＫＯＢＥ工業デザイン・ナビ事業

神戸リエゾン・ラボにおいて、地元中小企業向けの工業デザイン相談を実施す

るとともに、ＫＯＢＥ工業デザイン塾、兵庫県プロダクトデザインセミナーin神

戸を引き続き開催する。

⑧ ものづくり人材確保・育成支援事業 1,450 千円

ア 神戸高専における「ものづくり人材育成事業」などとの連携

神戸高専の「ものづくり人材育成事業」を産学連携によるものづくりにつなげる

ために、ネットワークづくりを支援するとともに、市内中小企業の技術者や経営

者による神戸高専の教員や学生に対する実践的な講義や技術指導を支援する。こ

れにより、神戸高専と市内中小製造業の連携を強化し、市内中小製造業の今後を

担う優秀な人材の確保、育成を促進する。
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イ 「神戸で働く魅力」発信事業への支援

市内中小製造業の人材不足は非常に深刻な状況であり、地元業界団体とともに、

西日本地域の工業高校などを対象に、市内中小製造業の強みや神戸のまちの魅力を

発信する「神戸で働く魅力」発信事業を支援する。

⑨ 神戸市中小製造業投資促進助成制度 14,000 千円

神戸経済のさらなる活性化をめざし、市内における設備投資の促進をはかるため、

市内中小製造業が工場集積地などで行う工場の新増設や設備投資への助成を行うこ

とにより、意欲ある市内中小製造業の新たな挑戦を応援する。

⑩ 商店街・小売市場による地域力アップ事業 5,300 千円

商店街・小売市場の活性化をはかる「環境にやさしい商店街・市場づくり」や

「高齢者・障害者にやさしい商店街・市場づくり」などの先進的な取り組みに対し、

その初期段階での活動を支援することにより、継続的な取り組みにつなげていく。

⑪ 総合空き店舗活用支援事業 7,675 千円

地域商業の活性化に資することを目的として、商店街・小売市場の実施する空き

店舗対策に対して、事業の目的・内容（コミュニティ形成、テナントミックス）、

段階に応じて賃借料などの補助を行う。また、学識経験者や市民を交えて、現行の

空き店舗対策を総合的に評価・検証する空き店舗対策検討会を開催するとともに、

市内全域の約 300 の商店街・小売市場に対し、基本情報の収集と各商業地の特性や

共通の問題点などを把握するために、概況調査を実施する。

⑫ 商店街・小売市場共同施設建設補助 40,200 千円

小売商業の環境整備を促進し、地域商業の活性化をはかるため、商店街・小

売市場が設置する共同施設の建設費を補助する。また、市民の安全・安心なく

らしを実現するため、商店街・小売市場の防犯カメラ設置に対する補助を行う。

⑬ 地域商業サポート事業 34,300 千円

やる気のある商業者の行う地域全体の活性化、商店街・小売市場の活性化に向け

た取り組みを支援する。

・ 賑わい創出・魅力づくり

・ 異業種・異地域間交流支援

⑭ 中国市場販路開拓支援事業 7,775 千円

「神戸コレクション・イン・上海」や上海での物産展の開催など、中国での販路

開拓が単独では難しい市内中小企業の支援を行う。
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（２） 神戸市中小企業支援センターの事業

① 市内産業の情報化の促進に関する事業 5,125 千円

企業経営においては、人・物・金の３要素に加えて、情報が経営資源としてます

ます重要性を増している。このため、情報収集力が比較的弱い中小企業に対して、

インターネット・広報紙等により中小企業支援に関する情報提供を行うとともに、

インターネットの活用支援により情報収集を支援する。

・神戸ものづくり企業情報の構築

・経済情報の発信、広報

② 市内産業の国際化及び技術開発の支援に関する事業 21,920 千円

大企業を中心とした海外展開や海外調達、バブル崩壊後の内製化の動きなど、下

請分業構造が変容しているほか、コストや技術が重視されるなど中小製造業を取り

巻く環境は厳しい状況にある。このような状況下、市内中小企業は、他社より優れ

た特色を持つ独自の製品・技術を確立し、自立的経営基盤を強化していく必要があ

る。このため、産・学・官が協力し、中小企業の技術力向上を支援する。

・国際化推進事業

・技術開発支援事業

③ 市内産業の人材育成に関する事業 20,913 千円

中小企業にとって人材は財産であり、企業成長の鍵は人材の育成にかかっている

といっても過言ではない。しかし、規模の小さな企業が自社内で研修体制を整える

ことは困難である。そこで、中小企業向けの各種人材育成プログラムを用意し、中

小企業の人材育成を支援する。

・人材育成事業

・ＩＣＴ研修事業

・中小企業人材確保支援事業

・神戸マイスター制度

・ものづくりセンターの管理運営

・ビジネススクール連携促進事業

④ 企業間交流の促進に関する事業 2,414 千円

中小企業においては、新事業の創出・経営革新等を行うことが現在必要となって

いるが、そのためには企業同士・企業と大学との結びつきを、より深めることによ

って有機的な連携を図っていくことが重要であるとの観点から、以下の事業を行う。

・ 神戸生産技術研究会

・ 神戸産学官交流会

・ 神戸商業経営研究会
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⑤ 新規企業の育成に関する事業 53,496 千円

ア 「ＫＯＢＥドリームキャッチプロジェクト」の推進

神戸市（産業振興局）では、神戸を拠点に起業、新分野進出、新事業の展開等に

取り組む中小企業を“挑戦企業”と位置づけ、新たな価値創造につながる多種多様

な挑戦企業の意欲ある取り組みを総合的に支援する「神戸挑戦企業等総合支援事

業」(平成 17 年度創設)を実施している。この一環として、新規創業、第二創業に

取り組む挑戦企業の事業化を推進するため、当財団のネットワークを活用した総合

支援事業「ＫＯＢＥドリームキャッチプロジェクト」を実施する。

ビジネスプランの評価認定に基づき、インキュベーション施設の提供、専門家の

ブラッシュアップ支援、広報支援、販路開拓・資金調達支援など、関係支援機関の

支援も組み込み、経営支援のワンストップサービスに努める。

本年度はフォローアップ体制を強化し、認定後の事業化フォローを充実させると

ともに、正式認定に至らなかった企業・起業家等を対象に「ビジネスプラン ブラ

ッシュアップ講座」を実施し、新規企業の成長段階に応じた発掘・育成を図る。

イ 神戸ベンチャー育成投資事業有限責任組合への参画

平成１７年８月、地域に密着した金融機関である信用金庫等と連携して創設した

神戸リレーショナルベンチャーファンドに有限責任組合員として参画（出資）し、

成長性の高い企業に対する資金供給（投資）と育成支援を通じて企業の株式公開を

支援する。

ウ インキュベーション施設の提供

将来の神戸経済の発展を担う産業の育成・振興を図るため、神戸市産業振興セ

ンター内に起業家向けの「創業準備オフィス」、スタートアップ企業向けの「ス

モールオフィス」、ベンチャー企業向けの「企業育成室」を設置し、事業展開に

応じた低廉な事業スペースの提供と経営・技術両面の総合的な支援を行うことに

より、新規創業及び企業の育成支援を図る。

また、官民一体で出資している団体に対し、賃料補助を行うことにより、地場産

業の振興を図る。

エ 起業家育成システムの運営

ひょうご産業活性化センター、神戸商工会議所等と共同で起業家育成システム

を運営し、創業から投資家等との出会いの場の提供まで一貫して総合的支援を実

施する。

オ 神戸ベンチャービジネス商談会の運営

市内インキュベータ支援機関、中小企業支援機関との連携のもと、インキュベ

ーション入居・卒業企業を中心に、事業提携・販路開拓等を目的とした商談会を

開催し、ビジネスマッチングを通じてベンチャー企業の成長促進を図る。
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⑥ 市内企業の振興のために必要な調査研究、経営・技術相談及び経営診断等に関す

る事業 45,415 千円

ア 相談事業

平成１６年度から神戸商工会議所の中央支部を産業振興センターに誘致し、神

戸市と会議所の相談窓口を統合した。

これにより、金融・経営・技術の窓口相談事業が一元的かつ効率的にできるこ

ととなり、中小企業支援施設としてのワンストップ機能がより一層充実・強化さ

れた。今後も引き続き相談窓口の総合性と利便性の向上に努めていく。

イ 専門家派遣事業

中小企業に対して専門家を派遣し、経営・情報等に関する課題解決を支援する。

新規創業者、ＳＯＨＯ事業者をはじめ商店・工場等個別企業に対する専門家派遣

では、創業や新製品開発等の経営革新をはじめとした既存企業の経営の向上への

取り組みを支援する。また、中小企業団体に対する専門家派遣では、まちづくり

と一体となって活性化に取り組む商店街・小売市場の活性化や、新たな企業間ネ

ットワークの構築により、共同受注等の共同事業に取り組み、下請体質からの自

立等を図る中小製造業の活動を支援する。

ウ「食の神戸」起業家等支援事業

新長田駅南の再開発事業区域にある「アスタキッチン・スタジオ」を拠点に、

調理専門学校との連携により飲食業・食品小売業等を対象に、セミナー開催及び

専門家派遣により「独立開業・起業」や「新メニュー・新商品開発」の支援を行

い、神戸の食文化の振興を商業サイドから図り、中小商業や商店街等の活性化に

繋げる。

⑦ その他中小企業支援事業 6,019 千円

神戸セレクション

急速に拡大を続けるネットマーケットは、市場として企業及び企業経営者にとっ

て無視することのできない存在となってきている。

そういった時代状況を背景に、神戸市内を中心とする企業の商品（衣・食・住・

遊に関する消費財全般）から、将来の神戸ブランドにふさわしいお洒落で良質な

商品を公募・選定し、ネットマーケットや市内百貨店で展示販売を行い、新たな

神戸ブランドの創出、市内産業の活性化を目指す。


