With コロナ時代を乗り切るビジネスアイデアを募集します！

令和２年度
神戸市ソーシャルビジネス推進助成【追加募集】
募集案内（準備・創業期）

●申請受付：令和２年６月 10 日（水）～令和２年７月 13 日（月）
●助 成 額：最大 50 万円
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神戸市ソーシャルビジネス推進策のイメージ
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神戸市が推進するソーシャルビジネスについて
ソーシャルビジネスとは

神戸市では社会課題の解決に向けて自立的・持続的に提供されている事業
をソーシャルビジネスと位置づけています。
2012 年度（平成 24 年度）から推進策を順次実施しており、市内でソー
シャルビジネスを行っている事業主の方やこれからはじめる起業家の方を
応援しています。

ソーシャルビジネスの特徴

１．「社会性」 ニーズや受益者を明確に捉え社会的課題の解決を目的とする活動。
２．「事業性」 事業資源を整え、継続的に実施する活動。
３．「先進性」 従来の手法にない先進的な解決手法である活動。
４．「共感性」 多くの人々に共感（協力や支援）を得られる活動。
５．「将来性」 計画的・継続的に事業実施可能な活動。

神戸市ソーシャルビジネス推進助成（準備・創業期）の内容（採択メリット）

１．総活動費のうち 1 件あたり、50 万円を上限として助成。
２．専門家への相談料補助（上限額 5 万円）。
３．KOBE ソーシャルビジネスマーク（※下記マーク参照）の使用。
４．必要に応じた、広報機会の提供。
５．神戸市が開催するセミナー等への案内。

【KOBE ソーシャルビジネスマーク】

ソーシャルビジネス推進助成に採択
された事業の広報等にご使用いただ
けます。
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§１．申請内容について
１－１．対 象 団 体
①神戸市内に活動拠点を有する団体で、企画した事業の完了まで責任を持って
遂行できる団体。
②オンラインツールに対応している団体。
（コロナウイルス感染拡大防止の観点から、オンライン等で企画提案会を開催
する場合があります）
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に定められた暴力団
または暴力団と密接な関係のある団体は対象外です。
※団体の所在地が市外であっても、支部などの活動拠点が市内にあれば対象とな
ります。また法人格の有無、法人形態は問いません。

１－２．対 象 事 業
上記団体が実施するソーシャルビジネスのうち、令和２年４月１日から令和３年
３月 31 日までに事業を開始する、または令和２年４月１日時点で開始から概ね３
年以内の事業であり、下記①、②いずれも満たす事業。
①「新しい生活様式」に対応したサービス提供や商品開発に係る事業
② 国、兵庫県、神戸市が発表する新型コロナウイルス感染症防止対策やガイド
ラインに従って実施する事業

１－３．助成対象期間
令和２年４月 1 日（水）～令和３年 3 月３１日（水）

１－４．助成金額及び助成予定総額
総活動費のうち 1 件あたり、50 万円を上限として助成。
※助成予定総額及び件数には上限があります。
※助成に際し、１次審査及び２次審査があります（p６に記載）

１－５．助成対象経費
対象期間内に行われるビジネスプラン作成や事業展開に必要となる経費のう
ち、事業を開始するにあたって必要となる活動の経費を助成対象とします。
※調査研究のみを目的とする活動は対象外となります。
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(1)助成対象経費（助成金額の上限を越える部分は自己資金充当経費に計上）
謝金
：講師やアドバイザー等の謝礼
旅費
：講師や活動スタッフ等の交通費
需用費 ：印刷、発送や消耗品等に要する費用
役務費 ：保険料、会場設営費等の人手を要する費用
委託料 ：デザイン等の委託料
使用料 ：会場使用料、活動に必要な機器・機材の借上料
備品費 ：今後活動を継続するために必要な備品にかかる経費
(2)助成対象外経費
①人件費
②ミーティング時等の飲食に係る経費
③支出根拠が確認できない期間外の活動に関する経費
④領収書がない等使途が不明なもの
⑤当助成金の申請・報告等に係る費用

1-6．その他の支援等
○神戸市が開催するセミナー等を開催する場合は、ご案内させていただきますの
でご参加ください。
○専門家の個別相談を受けることができます。専門家への相談料は神戸市が負担
します（上限額 5 万円）。

4

§２．申請手続きについて
２－１．募 集 期 間
令和２年６月 10 日（水）～令和２年７月 13 日（月）

２－２．提 出 書 類
以下の書類を募集期間内に提出してください。
○ 令和２年度神戸市ソーシャルビジネス推進助成【追加募集】交付申請書
（様式第 1-３号）
○ 収支予算書（様式第 2-1 号）
○ 団体の規約（定款等）
○ その他企画・活動内容のわかる資料（様式任意）A4 両面で 3 枚を上限
※申請書の様式は、神戸市のホームページからもダウンロードが可能です。
神戸 ソーシャルビジネス

検索

２－３．申 請 書 提 出 先
神戸市企画調整局つなぐラボ
〒６５０－８５７０ 神戸市中央区加納町６丁目５－１
e-mail：plat@office.city.kobe.lg.jp
※ 郵送
※ 電子メールでの提出も可。
ただし、様式 1－3 号については押印のうえ、ご郵送ください。
[７月 13（月）必着］

２－４．その他、申請に関する注意事項
① 申請にかかる経費は、申請する団体の負担とします。
② 申請書の内容について、あらかじめ選考会前に確認（ヒアリング）を行う場合
があります。
③ 提出された申請書類一式は返却いたしません。
④ 提出された申請書類等は、個人情報保護の対象となる部分を除き、公開される
場合があります。
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§３．審査について
３－１．審 査 の 方 法
① 申請書類による要件審査（１次審査）
申請団体及び申請された事業の企画内容が、神戸市ソーシャルビジネス推
進助成に関する要綱第３条から第５条に定める要件に該当するかどうかにつ
いて、申請書類により審査します。（⇒1２ページ要綱参照）
※この審査で不採択となった団体には、理由を付して不採択の通知をします。
② 企画提案会（２次審査）
申請書類及び申請者による企画提案会（非公開）での提案説明（プレゼン
テーション）を受け、外部委員（選考委員）による「社会性」
「事業性」
「先
進性」
「共感性」
「将来性」の５項目（合計 45 点満点／人）に関する意見を
考慮し、採択・不採択を決定します。内容は下記の審査項目を参照してくだ
さい。
審査項目
社 会 性
（10 点）

審

査

内

容

（各５点）

社会的課題の解決を目的としているか。
社会的課題及び受益者を明確に捉えているか。
この事業は当該課題を解決するにあたり効果的か。

事 業 性
その事業は事業性を確保しているか。またその見込みはあるか。
（15 点）
事業開始に必要となる人材の確保や資金調達等はできているか。

先 進 性
（５点）
共 感 性
（５点）
将 来 性
（10 点）

取り組む社会的課題の解決手法は従来にない新しいものであるか。
多くの協力者や支援者が得られるものか。
助成を受けて行う活動は事業の開始・継続に有効なものか。
経費の見積もりは無駄がなく、計画的に活動を実施できるか。
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※

神戸市は、選考会に対して、申請された活動の企画内容に関する意見を述

べることができます。
※ 採点の集計結果、満点の 50%以下の審査項目が１つでも該当する場合は
「不採択」とさせていただきますので、ご了承ください。
（例）社会性の場合
満点：10 点×４人（選考委員数）＝ 40 点⇒20 点以下で不採択

３－２．企画提案会
○日
○場

時：令和２年８月下旬～９月上旬の平日（予定）
所：未定

※提案会の詳細については、申請〆切り後、申請団体に通知します。
※提案会は非公開で行います。
※申請団体は必ず出席してください。
欠席の場合は選考・審査対象から除外し、不採択とします。

３－３．審査結果の発表
神戸市は、外部選考委員の意見を考慮し、申請内容を総合的に審査、採択活動
及び助成予定金額を決定します。採択した団体には「採択及び助成金交付予定額
通知書」を、不採択となった団体には「不採択通知書」を、企画提案会より１０
日前後に、それぞれ文書により通知します。
また、採択活動についても、審査の結果、申請額を減額して採択する場合や、
よりよい活動をしていただくため、神戸市ソーシャルビジネスセミナーへの参加
などを採択条件とする場合があります。
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§４．採択後の手続き・活動報告等について
４－１．採択後の主な流れ
採択及び助成金交付予定額通知書の交付
↓
採択者説明会（９月上旬～下旬頃開催予定）

下波線は団体側の提出物

（活動実施中）
活動内容に変更がある場合、計画変更申請書の提出【４-2.参照】
概算交付の必要がある場合、ソーシャルビジネス推進助成金概算交付要望(請
求)書の提出【４-6.参照】
活動終了後、活動報告書の提出【４-３.参照】
↓
報告書精査後、助成金交付額確定通知書の交付【４-4.参照】
↓
ソーシャルビジネス推進助成金交付請求書を提出【４-5.参照】
↓
助成金の交付
↓
活動報告会の開催（令和３年６月～７月頃予定）

４－２．活動内容の変更
① 採択された事業及び活動の内容は、神戸市の承諾なく変更することはできま
せん。活動の実施内容に変更が生じる場合は、事前に報告してください。
② 上記の場合において、事業及び活動の内容等に大きな変更があるときは、
計画変更申請書（様式第５号）を提出していただきます。
※ 変更後の申請書（活動計画書、収支予算書など）も添付が必要です。
③ 計画変更申請書の提出があったときは、変更内容を選考委員会であらためて
意見を聴いたうえ、神戸市はその内容結果を総合的に判断し、文書によりそ
の適否を通知します。この場合、変更内容によっては助成金交付予定額を減
額することがあります。

４－３．活 動 報 告
活動終了後 10 日以内または令和３年 4 月９日（金）のいずれか早い日までに、
下記の活動終了に関する報告書を提出してください。
○ 活動完了報告書（様式第 3-1 号）
○ 収支決算報告書（様式第４号）
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○ 領収書または請求書の原本及び写し（原本は審査後返却します）
○ 活動状況のわかる資料
○ 記録写真、パンフレット・チラシほか活動内容のわかる資料

４－４．助成金額の確定
助成金額は、活動終了に関する報告書の提出を受けた後、その内容を審査のう
え、助成金交付予定額の範囲内で決定します。確定金額は助成金交付額確定通知
書により、各団体に通知します。

４－５．助成金の交付
助成金の交付は、活動団体からの助成金交付請求により行います。助成金交付
額確定通知書を受け取った団体は、ソーシャルビジネス推進助成金交付請求書
（様式第７号）により、すみやかに助成金を請求してください。

４－６．助成金交付の特例
活動終了前に助成金が必要な場合において、請求書・領収書等により支出金額
の確認ができるときは、ソーシャルビジネス推進助成金概算交付要望書・請求書
（様式第 6-1 号、第 6-2 号）により、前もって助成金交付予定額の一部を請求
することができます。請求する時期・手続き等については別途ご相談ください。

４－７．助成金の取り消し
下記のいずれかに該当する場合は、助成金交付の一部もしくは全部を取り消す
場合があります。
○ 助成金の申請に関して虚偽または不正の事実があるとき
○ 助成金を助成対象活動以外に使用したとき
○ 助成金交付の条件その他神戸市ソーシャルビジネス推進助成に関する要
綱の規定に違反したとき
○ 神戸市ソーシャルビジネス推進助成に関する要綱第２５条に定める調査
及び是正措置要求に従わないとき

４－８．活動記録の保存及び情報公開
活動完了報告書等助成対象活動に関する書類は、令和８年３月末日まで保存し、
団体の事務所等に備え置いてください。

４－９．活動報告会の実施
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活動の成果や反省点等について発表する、活動報告会の開催を令和３年６月
～７月頃に予定しています。日時・場所等の詳しい内容は、決まり次第お知らせ
しますので、ご出席ください。

４－１０．そ

の

他

①

事業及び活動をより効果的に進めるためにも、活動の実施状況や事業プロセ
スについて、随時、神戸市に対して、情報提供や相談・進捗報告等をお願
いします。

②

神戸におけるソーシャルビジネスの取り組みを広く紹介・発信するため、
活動内容等を当課発行の広報誌でご紹介させていただきます。その際、取
材にご協力ください。

③

今後の助成事業に関する研究のため、事業及び活動の実施状況について随
時ヒアリングを行います。また助成対象期間終了後においても、必要に応
じてヒアリングを行うことがありますので、ご協力をお願いします。
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４-11.令和元年度採択事業（準備・創業期）
（申請団体数 22 団体・採択団体数 4 団体）
事業名

団体名

株式会社
With The World

株式会社
With The World

０７８アフター・スクール

一般社団法人
０７８教育事業部

人生１００年時代・定年後
の進路選択 研修セミナー
事業

ライフシフト６５

法人による高齢者・障がい
者・任意後見の 付加価値
を求める者を対象とした
意思決定及び健康増進支
援事業

一般社団法人
ライフコンシェル・ミモザ
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事業内容
地域にある貧困による教育問
題や伝統産業の衰退、ごみ問題
等の環境問題についてあまり取
り組む機会のない将来を担う高
校生に対し、海外の同世代の高
校と授業中に週に１度オンライ
ンで繋げ、地域にある社会問題
について議論し、地域産業とも
連携しつつ、課題解決に対する
アイデア出し、アイデアの実行
を行う事業。
小学校入学と同時に、働く親
の子どもを預ける施設が不足し
ている、いわゆる「小１の壁」
という社会課題に対し、放課後
から 19 時まで、主に小学校低学
年の児童の宿題を見たり、基礎
学力向上に繋がるお稽古プラン
等を導入し、児童の健全育成に
資する事業。
超高齢化社会の進展や人生
100 年時代において、定年後シ
ニアのキャリアプラン、ひきこ
もり、独居、孤独死問題の深刻
化という社会課題に対し、良き
シニアライフに向け自分の価値
観を見直し、社会参加を促す
「場」
（研修セミナー、大人塾カ
フェ）をつくり提供する事業。
高齢者や障害者に対する任意
後見等後見開始前の早期から
の、見守り、財産管理、死後事
務、身元保証等（プレ任意後見
サービス）のニーズとともに、
健康管理や認知症予防、生きが
いづくりへのサポート等のニー
ズが増加している。
それを専門とした様々な立場
の構成員が関わることにより、
長期的かつ安定した包括的アセ
スメントとワンストップサービ
スを提供する事業。

神戸市ソーシャルビジネス推進助成に関する要綱
（趣旨）
第１条 この要綱は、現在、顕著化しているさまざまな社会的課題に対して、ＮＰＯや事業者
の方々が事業性を確保しつつ継続的に解決していこうとする取組みである「ソーシャルビジ
ネス」の中で、神戸市内で取り組まれている事業に要する経費の一部を助成することに関し、
必要な事項を定める。
（目的）
第２条 神戸市ソーシャルビジネス推進助成（以下「助成」という。
）は、前条のソーシャルビ
ジネスのうち、神戸市内で取り組まれている先進的な事業等を支援することで、市内外の社
会的課題を解決し、地域の力を高めていくことを目的とする。
（助成対象団体）
第３条 助成の対象となる団体（以下「団体」という。）は、神戸市内に活動拠点を有する団体
で、企画した事業の完了まで責任を持って遂行できる団体・実行組織であること。
２ 前項の団体については、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条に定める
暴力団又は暴力団と密接な関係のある団体は除く。
（助成事業の種類）
第４条 助成の対象となるソーシャルビジネスは、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合し
なければならない。
⑴ 準備・創業期助成
市長が別に定める日から１年以内に事業を開始する、または開始して概ね２年以内の事
業に対して助成する。
⑵ 発展期助成
市長が別に定める日に KOBE ソーシャルビジネスマーク認証（ステップアップ事業）を
受けた事業に対して助成する。
（助成の対象となるソーシャルビジネス）
第５条 助成の対象となるソーシャルビジネスは、次の各号に掲げる要件すべてに適合しなけ
ればならない。
⑴ 団体が神戸市内で企画・実施する事業のうち、別に定める期間に実施される事業である
こと。
⑵ 神戸市の基本計画又は事業実施計画に反する事業でないこと。
⑶ 市民と市民又は市民と市の相互理解と信頼が得られる事業であること。
⑷ 宗教的活動又は政治的活動でないこと。
⑸ 法令に違反した事業でないこと。
（助成金の上限）
第６条 市長は、助成の対象となるソーシャルビジネスに対し、総事業費の範囲内で準備・創
業期助成については 50 万円、発展期助成については 30 万円を上限として、助成すること
ができる。
（助成対象経費）
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第７条 助成の対象となる経費は、別に定める経費とする。
（申請の手続）
第８条 助成を受けようとする団体（以下「申請団体」という。）は、助成金交付申請書に別に
定める必要書類を添付し、別に定める募集期間に申請するものとする。
（要件審査）
第９条 市長は、前条に定める申請書類による審査を行い、第３条から第５条各号の要件に明
らかに該当しないと認められる場合は、理由を付して、不採択として申請団体に通知する。
（企画提案会の開催）
第10条 市長は、前条により不採択とならなかった申請案件に係る団体に対し、提案会での提
案説明を求めるものとする。
２ 市長は、前項により提案説明を求められた申請団体が企画提案会を欠席した場合、不採択
として通知する。
（選考委員会）
第11条 市長は、申請された事業の企画内容を審査するため、選考委員会を設置するものとす
る。
２ 市長は、前項に定める選考委員会に対し、申請された事業の企画内容に関する意見を述べ
ることができる。
３ 選考委員は、第８条に定める申請書類及び第10条に定める企画提案会での提案説明により、
事業内容に関する意見を述べることができる。
４ 選考委員は、ソーシャルビジネス推進助成に関する事業としての社会性、事業性、先進性、
共感性及び将来性に関する意見を述べることができる。
５ 選考委員会は、原則非公開とする。
６ 選考委員会の運営にかかる事項については、別に定めることができる。
（意見の尊重）
第12条

市長は、第11条第３項に定める選考委員からの意見を尊重し、ソーシャルビジネス

推進に関する事業としての社会性、事業性、先進性、共感性及び将来性を総合的に考慮して
審査（以下「２次審査」という。
）する。
（助成金交付予定額の決定）
第13条 市長は、申請された事業について、助成事業の採否及び助成金の交付予定額を決定し、
助成金交付予定額通知書により申請団体に通知する。
２ 第１項の場合において、市長は、助成金の交付の目的を達成するために必要な条件を付す
ことができる。
（事業の変更）
第14条 申請団体は、当該申請の内容を変更する場合は、あらかじめ計画変更申請書を市長に
提出しなければならない。ただし、別に定める軽微な変更に該当する場合においては、この
限りでない。
２ 市長は、前項に定める計画変更申請書が提出された場合、その適否を判断し、申請団体に
通知する。
３ 市長は、前項の判断を行う場合、あらかじめ第11条第１項に定める選考委員の意見を聞か
13

なければならない。
（発展期助成の場合の取り扱い）
第15条 第４条第１号に定める発展期助成の場合においては、第10条から第12条まで及び前
条第３項の定めを適用せず、別に市長が定める取り扱いによることができる。
（助成金の交付）
第16条

第13条第１項により助成事業の採択を受けた団体（以下「採択団体」という。）は、

事業終了後、別に定める日までに速やかに別に定める必要書類を添えて事業報告書（以下「事
業報告書等」という。
）を提出しなければならない。
２ 市長は、第１項の事業報告書等を審査のうえ、助成金の金額を決定し、助成金交付額確定
通知書により通知する。
３ 市長は、採択団体の助成金交付請求書による請求を受けて、助成金を支払うものとする。
４ 事業の実施が第１項から第３項によりがたいと市長が認める場合は、事業終了までに一部
助成金を支払うことができる。
（専門家派遣の実施）
第17条 採択団体が、ソーシャルビジネスに取り組むにあたり、専門家を活用し、助言等を受
けることにより、事業の順調な発展が見込めるとき、採択団体は、別に定める手続を行うこ
とにより専門家の派遣を受けることができる。
２ 市長は、第１項の手続を受けて専門家を派遣するときは、予算の範囲内において、これに
かかる費用を負担することができる。
（専門家の選定、専門家派遣の実施の決定）
第18条 市長は、前条第1項による手続があったときは、その内容を審査し，派遣すべきと認
めたときは、専門家を選定、派遣する。ただし、市長が必要と認めたときには、複数の専門
家を派遣することができる。
２ 市長は、専門家の派遣を行う場合において、当該派遣の目的を達成するため必要があると
きは、条件を付することができる。
（派遣回数・謝金等）
第19条 １採択団体に対する専門家の派遣は別に定める派遣回数・謝金の額を目安とし、支援
の内容に応じて決定する。
（秘密の保持）
第20条 派遣された専門家は、業務上知り得た秘密を厳守するとともに、これを自己の利益の
ために利用してはならない。
（専門家派遣の報告）
第21条

第17条第１項の手続きにより派遣を行った専門家は別に定める書類を、市長に提出

するものとする。
（謝金の支払い）
第22条

市長は、第21条の報告を受けたときは、その内容を確認のうえ、謝金を専門家が指

定する金融機関の口座に振り込む。
（報告会の開催）
第23条 市長は、採択団体に対し、事業報告会での事業報告を求めることができる。
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（事業の評価）
第24条 市長は、採択団体に対し、事業終了後、事業の効果又は実績のヒアリングを行うこと
ができる。
（調査及び是正措置）
第25条 市長は、必要と認めるときは、採択団体に対し、事業の関係資料の提出を求めるなど、
必要な調査を行うことができる。
２ 市長は、前項の調査により不適当な事項を発見した場合は、採択団体に対し、必要な是正
措置を求めることができる。
（助成金の取消等）
第26条 市長は、助成金の交付又は助成金交付予定額通知もしくは助成金交付額確定通知を受
けた団体が、次のいずれかに該当する場合は、助成金交付予定額又は交付確定額の一部もし
くは全部を取り消し、既に交付のあった助成金の一部又は全部の返還を命じることができる。
⑴ 助成金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき。
⑵ 助成金を助成対象事業以外に使用したとき。
⑶ 助成金交付の条件その他この要綱の規定に違反したとき。
⑷ 前条の調査又は是正措置の要求に従わないとき。
（補 則）
第27条 この要綱に定めるもののほか、助成に関して必要な事項は市長が別に定める。
（施行細目の委任）
第28条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附

則

この要綱は、平成25年４月１日より施行する。
附

則

この要綱は、平成29年3月10日より施行する。

申請に関する相談
本助成制度のご相談等はメールもしくは電話で随時受付しております。
※ コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、来庁でのご相談はお控えくだ
さいますよう、お願いします。
※ 締め切り直前に提出された場合、申請書類の不備等を確認する時間がとれ
ないため、できるだけ早めのご提出をお願いします。
◎お問い合わせ、申請書提出窓口は．．．
神戸市企画調整局つなぐラボ
〒650－8570 神戸市中央区加納町６丁目５－１
ｏｐｅｎ： 午前９時～午後 5 時 30 分（土・日・祝日を除く）
e-mail： plat@office.city.kobe.lg.jp
TEL： ０７８－３２２－６４９１
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