
　　　　　平成30年　8月 29日現在

開催地 講 座 名 開催時期(回数) 開催場所 定員 主催機関

仕事づくりセミナー 4日間 30名

在宅ワーク基礎セミナー 平成30年5月29日(火)　13:30～15:30(1日)
40名

定員に達
しました

在宅ワーク基礎セミナー 1日 40名

営業準備セミナー 2日間 20名

営業準備セミナー 2日間 20名

営業準備セミナー 2日間 20名

KCCI創業塾2018
平成30年6月9日・16日・23日・30日
9:30～16:30（最終日のみ　9:30～18:30)
全4回　毎週土曜日

40名

KCCI創業塾2018　実践セミナー 平成30年9月～12月 40名

加古川 創業塾2018
平成30年11月～12月
（現在調整中）

加古川商工会議所　4F
大会議室

40名
加古川商工会議所

中小企業相談室　指導課
(079-424-3355)

創業チャレンジセミナー 平成30年　9月29日(土)　14：00～16：00 尼崎商工会議所　6階601会議室 30名
尼崎商工会議所

産業部　経営支援グループ
06-9411-2254

ビジネスを“創る”起業家のため
の創業塾2018

平成30年
10月20日・27日(土)　11月10日・17日(土)
12月1日(土)　　全5回【10：00～17：00】
＊初回は終了後に懇親会有
参加費：5,500円(税込)
(5日間分。受講料5,000円・初日懇親会費500円)

尼崎商工会議所　会議室 30名
尼崎商工会議所

産業部　経営支援グループ
06-9411-2254

創業プレセミナー 平成30年5月12日(土)　13:00～17:00
先着
24名

創業セミナー2018
平成30年7月7日・21日・28日/8月4日
 全4日　毎週土曜日
10:00～17:00

先着
40名

託児付き　女性創業塾
平成30年7月27日/8月3日
いずれも金曜日　13:30～16:30

伊丹商工会議所６F
マルチメディアホール

コミュニティビジネス創業セミ
ナー

平成31年３月予定 未定

神戸

伊丹商工会議所
産業情報課

(072-773-5007)

神戸
(中央）

宝塚

伊丹

伊丹商工会議所
経営支援課

(072-775-1221)

神戸市産業振興センター

創業塾

兵庫県立男女共同参画センター

平成30年10月6・13・20・27日
毎週土曜日　13:00～17:00

若者向け創業セミナー 平成31年1月下旬～3月(全6回)

あまがさきビジネスプラン
コンテスト2018

エントリー受付　7/4～9/7
最終発表　Ｈ31年1月下旬

宝塚商工会議所会館

神戸商工会議所中央支部
(078-367-3838)

宝塚商工会議所
中小企業相談所
(0797-83-2211)

伊丹商工会議所２Ｆ
多目的ホール

各30名

兵庫県立男女共同参画センター
イーブン　就業支援課

(078-360-8550)

20名
尼崎創業支援オフィスアビーズ事務局

(06-6488-9501)

あまがさきビジネスプランコンテスト実行委員会

(06-6489-6670)
公財)尼崎地域産業活性化機構

(06-6489-9501)

尼崎創業支援オフィスアビーズ

尼崎

創業塾 平成31年2月～3月頃 未定 未定

尼崎信用金庫
事業支援部

(06-6412-5420)

土曜創業相談会

毎月第4土曜日
平成30年
6月23日・7月28日・8月25日
9月22日・10月27日・11月24日・12月22日
平成31年
1月26日・2月23日・3月23日

尼崎市立中央図書館
※各日とも
①10:00～11:00
②11:00～12:00
③12:00～13:00
④13:00～14:00
⑤14:00～15:00

1日5組
1組1時間
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開催地 講 座 名 開催時期(回数) 開催場所 定員 主催機関

検討中
(明石商工会議所中小企業相談所
と共催予定)

一般社団法人　明石産業振興財団

週末起業相談会 毎月第2土曜日

三木市中小企業サポートセン
ター

（三木市福井1933-12
サンライフ三木2F）

個別相談
（無料）

三木市中小企業サポートセンター
0794-70-8008

三木市起業ビジネスプラン塾
平成31年1月12・19・26日
　　　　2月2・23日
土曜日全5回

サンライフ三木2F研修室
（三木市福井1933-12）

20名
三木市中小企業サポートセンター

(0794-70-8008)

川西 起業支援セミナー

CASE1 平成30年7月6・13・20・26・27日(金)
　　　　　　　　 26日(木)
CASE2 平成30年10月5・12・19・25・26日(金)
　　　　　　　　　25日(木)
CASE3 平成31年1月11・18・25日(金)
　　　　　　　17・24日(木)

CASE1とCASE3は18:30～21：00
（各最終日のみ17:30スタート）
CASE2のみ「女性参加者限定」9:30～12:00
（最終日は12:30まで）

川西市商工会館
各コース
10名程度

川西市商工会
(072-759-8222)

平成30年7月15日(日)9:30～12:30

平成31年2月27日(水)13:30～16:30

平成30年10月28日(日)10:00～15:30

平成30年11月28日(水)10:00～15:30

平成30年10月24日・31日
　　　　11月7日・14日・21日
　　　　(全て水曜日)10:00～17:00

西脇商工会議所
中小企業相談所
(0795-22-3901)

フードビジネスのための
ひめじ創業塾

平成30年8月29日
　　　　9月5日・12日・19日・26日
　　　　(全て水曜日)10:00～17:00

明石

姫路市商工会　本所
(079-336-1368）

20名

姫路

売れる店づくり！ひめじ創業塾
平成30年9月1日・8日・15日・22日・29日
　　　　(全て土曜日)10:00～17:00

ひめじ創業塾
平成30年10月27日(土)～平成30年11月24日
(土)　　(毎週土曜日5回)10:00～17:00

平成30年7月28日
　　　　8月4日・11日・18日
　　　　9月1日
(全て土曜日)10:00～17:00

女性のためのひめじ創業塾

短期集中！ひめじ創業塾　2days

創業フォーローアップセミナー
＆交流会

平成30年
11月17日(土)・25日(日)
12月1日・8日・15日（いずれも土曜日）

平成30年12月1日・8日
　　　　(全て土曜日)10:00～17:00

30名

西脇市茜が丘複合施設

姫路市商工会議所
中小企業相談所
(079-223-6557)

30名

30名

30名

30名

にしわき創業塾

創業スタートアップセミナー

明石商工会議所　中小企業相談所
(078-911-1331)

30名創業塾2018

平成30年
8月25日/9月1日・8日・15日
毎週土曜日

第9回芦屋創業塾 35名

30名

明石商工会議所

30名

35名

芦屋市商工会
(0797-23-2071)

芦屋

第10回芦屋創業塾
平成31年
1月12日・19日・26日/2月2日
毎週土曜日

芦屋市商工会館
(芦屋市公光町4-28)

20名西脇

20名

女性のための創業塾in姫路

平成30年8月中旬～9月中旬(予定)
毎週土曜日
全5回

姫路市商工会議所

吉川町商工会
（0794-72-1406）

吉川 吉川町商工会創業セミナー 平成30年10～11月 吉川町商工会館

三木

姫路市立城内図書館
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開催地 講 座 名 開催時期(回数) 開催場所 定員 主催機関

資金繰りと節税対策
資金計画と利益計画

平成30年9月20日（木）18:30～21:00

人を雇用する時のルール・労務管
理
開業時の手続きについて
地域資源の活用法

平成30年9月27日（木）18:30～21:00

事業計画書の策定・助言・作成
フォローアップ

平成30年10月4日・11日（いずれも木曜
日）
18:30～21:00

平成30年9月頃 淡路市商工会 20名程度 淡路市商工会

平成300年9月13日（木）18:30～21:00

南あわじ市商工会 各25名
南あわじ市商工会

経営支援課
(0799-42-4721)

淡路

香美

雇用と社会保険の基礎
地域資源の活用法

上郡

丹波 たんば起業塾2018

平成30年5月17日(木)　18:30～21:30

創業セミナー 平成30年　秋口

香美町商工会
(0796-36-0123)

15名平成30年5月24日(木)　18:30～21:30
数値計画の立て方
ＳＮＳの活用方法

15名

香住区中央公民館
(兵庫県美方郡香美町香住区香

住114-1)

15名

平成30年6月7日(木)　18:30～21:30補助金を活用しよう

平成30年5月31日(木)　18:30～21:30

平成30年9月6日（木）18:30～21:00

太子町商工会館

15名売れるためにどうすればいい？

佐用

失敗しないための創業方法

平成30年 6月13日(水)・25日(月)
　　　　 7月10日(火)・25日(水)
　　　　 8月7日(火)・21日(火)
　　　　 9月5日(水)

上郡町商工会館2階研修室

平成30年6月10日・17日・24日
        7月1日・8日　(いずれも日曜日)
13:00～17:00(最終日のみ9:00～17:00)

稲美

たんばチャレンジカフェ
(0795-74-0208)

丹波市商工会 春日支所2階会議
室

たんばチャレンジカフェ
(丹波市春日町黒井1597)

創業セミナー『創業塾』

佐用町商工会
(0790-82-2218)

20名佐用町商工会平成30年9月18日～10月23日
毎週火曜日18:00～20:00　　全6回12時間創業・第二創業セミナー

福崎町商工会館

太子

稲美町商工会
(079-492-0200)

20名

15名平成30年5月10日(木)　18:30～21:30

上郡町商工会
(0791-52-3710)

たいし創業塾
平成30年7月7日・14日・21日・28日
　　　　8月4日　　毎週土曜日
10:00～17:00(7月7日のみ　10:00～18:30)

経営支援課
(0794-63-1161)

経営とは

30名

マーケティング戦略

稲美町商工会館

10名 

小野 創業塾
平成30年6月23日～7月28日(7月22日を除
く)
毎週土曜日　10:00～17:00

小野商工会館

15名

起業家支援セミナー

平成30年7月7日(土)～8月4日(土)毎週土曜
日
10:00～12:00

福崎若者ゼミナール福崎

第1回　平成30年5月22日
第2回　平成30年5月29日
第3回　平成30年6月5日
第4回　平成30年6月12日
13:30～16:30 (全4回/毎週火曜日)

豊岡商人塾 豊岡商工会議所 会議室 豊岡商工会議所　中小企業相談所
(0796-22-4456)

福崎町商工会　経営支援課
(0790-22-0558)

各30名

10名

猪名川町商工会館
(072-766-3012)

猪名川 いながわ創業支援セミナー

平成30年9月29日
　　　  10月13・27日
　　　　11月10日・17日
毎週土曜日　13:00～17:00

猪名川町商工会館

豊岡

加西 かさい創業塾 平成31年1月19日・26日(いずれも土曜日) 加西商工会議所 15名

未定
相生商工会議所
中小企業相談所
(0791-22-1234)

加西商工会議所
(0790-42-0416)

相生 平成31年1月・2月

先着
20名

太子町商工会
(079-277-2566)

15名

創業塾 in 相生 相生商工会議所
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開催地 講 座 名 開催時期(回数) 開催場所 定員 主催機関

平成30年度
飲食店開業セミナー（全5回）

①10月6日
②10月20日
③11月3日　　　　　いずれも土曜日
④11月17日
⑤12月1日

兵庫県民会館 各回
20名

クラウドファンディング挑戦を
支援します

対象：兵庫県内の中小企業(業種不問)
　　　平成30年8月～12月の間に
　　　Makuakeでスタートするプロジェク
ト
応募締切：平成30年6月18日(月)

―――――― 2～3社

クラウドファンディング
事例発表セミナー

平成31年2月頃 姫路の予定 30名

養父 未定 9月頃 養父市商工会 未定 未定

新温泉町 創業セミナー

平成30年
①6月12日（火）　19：00～21：00
②6月19日（火）　19：00～21：30
③6月26日（火）　19：00～21：00
④7月3日（火）　 19：00～21：00
⑤7月10日（火）　19：00～21：00

新温泉町商工会 20名
新温泉町商工会

浜坂本所
（0796-82-1152）

宍粟 創業塾 平成30年10月～12月の間で3回程度 宍粟市商工会 20名程度 宍粟市商工会

たつの たつの創業塾（全5回）

平成30年
9月2日・9日・17日・24日・30日
（2日・9日・30日は日曜日/17日・24日は
祝日）
13：00～18：00

龍野経済交流センター 25名
龍野商工会議所

（0791-63-4141）

実践創業塾 平成31年2月 20名

多可町 創業塾 平成30年9月～10月 多可町商工会館 10人以上
多可町商工会
経営支援課

(0795-32-2161)

　　　※ 詳細は各主催機関にお問い合わせ下さい。 （上記予定は、今後変更になる場合があります）

三田市商工会
（079-563-4455）

三田市商工会三田
実践創業塾

平成30年
7月7日・14日・21日・28日

（すべて土曜日）
20名

篠山
篠山プチ創業塾
～想いをカタチにする！
　小さなお店のはじめかた～

平成30年①6月16日（土）～7月7日（土）
　　　　②個別相談：7月14日（土）
①13:00～16:00(6/16のみ16:30終了)
②10:00～16:00

篠山商工会館
（篠山市二階町58-2）

20名
篠山商工会　振興課（北島）

079-552-0758

兵庫県
中小企業

団体中央会

兵庫県中小企業団体中央会
事業部　連携推進課

(078-331-2045)

20名

市川 市川町商工会　創業セミナー
平成30年8月31日(金)
　　　　9月8日(土)・9月14日(金)

市川町商工会 15名

創業塾

神河 神河町商工会　創業セミナー 平成30年9月21日(金)・9月28日(金) 神河町商工会本所 15名

赤穂

平成30年
7月7・14・21・28日　毎週土曜日
各13:00～17:00（最終日のみ13:00～18：
00）

赤穂商工会館 赤穂商工会議所
（0791-43-2727）

神河町商工会
（0790-32-0295）

市川町商工会
（0790-26-0099）
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