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 各支援機関の施策情報やセミナー情報など、企業の皆様や創業者のお役に立つ情報を配信し

ます。 
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【１】大阪府よろず支援拠点による岸和田市無料出張経営相談会を実施しています 

（岸和田市施策） 

 

【２】「小規模事業者持続化補助金（追加公募分）」の公募が始まりました！ 

    ※ 平成２９年５月３１日（火）申込締切です！（中小企業庁施策）《新規》 
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    申請書類の記載方法等についての説明会（大阪府施策） 

 

【４】平成 29 年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）の公募及び説明会 

   （中小企業庁施策） 

 

【５】～大阪府の設備投資応援融資～（大阪府施策） 

 

【６】～大阪府の開業サポート資金～（大阪府施策） 

 

【７】和歌山大学産学官見学交流会（和歌山大学施策） 
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【１】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

      大阪府よろず支援拠点による岸和田市無料経営相談会を実施しています 

      （岸和田市施策） 

 

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    岸和田市と大阪府よろず支援拠点は合同で、毎月原則第１、３水曜日（５月のみ第２、 



４）岸和田市内にて、企業の皆様のための無料経営相談会を実施しています。経営に関  

することでお悩み事がありましたら、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。何

度でも無料でご相談いただけます。 

    ※ 大阪府よろず支援拠点については、下記よりご覧ください。 

      http://www.yorozu-osaka.jp/ 

 

日 時：［日程］５月 10 日（水）、５月 24 日（水）、６月７日（水）、６月 21 日（水）、 

        ７月５日（水）、７月 26 日（水）、８月９日（水）、８月 23 日（水）、 

        ９月６日（水）、９月 20日（水） 

     ［時間］10：00～10：50、11：00～11：50、13：00～13：50 

        14：00～14：50、15：00～15：50、16：00～16：50 

場 所：岸和田市役所（岸城町７-１）［５月 10日（水）、６月７日（水）、７月５日（水） 

                  ８月９日（水）、９月６日（水）] 

    岸和田工業センター協同組合（磯上町３-25-３）［５月 24日（水）］ 

    泉州卸商業団地協同組合（土生町３-４-１）［６月 21 日（水）］ 

    大阪鉄工金属団地協同組合（臨海町 20-２）［７月 26 日（水）］ 

    一般社団法人 大阪木材コンビナート協会（木材町 15-3）［８月 23 日（水）］ 

    岸和田市立産業会館（別所町３-13-26）［９月 20 日（水）］ 

参加費：無料（何度でも） 

申 込：産業政策課まで電話（ＴＥＬ：０７２－４２３－９４８５） 

問 合：岸和田市役所 産業政策課 商工振興担当 

       ＴＥＬ：０７２－４２３－９４８５（商工振興担当直通） 

 

    ※平成 29 年度より、当無料経営相談会は、毎月原則第１水曜日は岸和田市役所 

  にて、毎月原則第３水曜日は市内の各企業組合様等の会議室にて実施します。

市内各地で実施しますので、お近くの場所で無料経営相談会をご活用いただけ

ます。 

この機会に是非、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽に無料経営相談会

をご活用ください。 

 

【２】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

   小規模事業者持続化補助金（追加公募分）の公募が始まっています（中小企業庁施策） 

 

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    小規模事業者が商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って 

   地道な販路開拓等に取り組む費用を補助します。 

 



   http://h28.jizokukahojokin.info/tsuika/ 

 

   対 象 者：常時使用する従業員の数が２０人以下［商業又はサービス業（宿泊業・ 

        娯楽業を除く）を主たる事業とするものについては５人以下］の会社及び個 

人 

   対象事業：経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等の 

        ための事業。あるいは、販路開拓等とあわせて行う業務効率化（生産性向上） 

        のための事業。（例：新規顧客層獲得のためのチラシ作成や店舗改装、販路 

開拓のための国内外の展示会出展、商品パッケージ等の変更、ＨＰ開設やネ

ット販売・管理システムの導入） 

対象経費：機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、 

        雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、委託費、外注費など 

   補 助 率：対象経費の３分の２以内 

   補 助 額：上限５０万円（複数の事業者が連携した共同事業は５００万円) 

   公募期間：平成２９年５月３１日（金）まで（当日消印有効） 

   問  合：岸和田商工会議所 中小企業相談所 

        ＴＥＬ：０７２－４３９－５０２３ 

 

【３】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

    「大阪ものづくり優良企業賞 2017」募集 

     申請書類の記載方法等についての説明会（大阪府施策） 

 

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

   「大阪ものづくり優良企業賞」とは、「高度な技術力」を有している、「高品質・低コ 

   スト・短納期」など総合力が高い等、市場から高い評価を得ている企業を表彰する制度 

   です。受賞企業には府施策により各種プロモーションを実施します。 

 

   表彰内容：■優良企業賞  ■知的財産部門賞(優良企業賞のうち複数社) 

        ※優良企業賞・知的財産部門賞のうち、特に優秀と認められる企業を最優秀 

企業賞などの上位賞に選出します。 

   対  象：大阪府内に本社を有する中小企業者であり、業種が製造業又は組込ソフ 

        トウェア業であること 

        ※但し、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業及び、出資構成において 

大企業の子会社は除く。 

   締  切：平成２９年６月１５日（木）当日消印有効 

   説 明 会：申請書類の記載方法等についての説明会を開催します。 

        日時：5 月 12 日、5 月 25 日、6 月 9 日の各 16:00～（1 時間程度） 



        会場：クリエイション・コア東大阪 (東大阪市荒本北 1-4-17） 

        申込：

https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/eas/s/index.do?tetudukiId=2017020002 

   問 合 先：大阪府ものづくり支援課販路開拓支援グループ（顕彰事業） 

        TEL：06-6748-1066   E-mail：hanrokaitaku@gbox.pref.osaka.lg.jp 

 

        詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。 

        http://www.pref.osaka.lg.jp/keizaikoryu/yuryokigyosho/index.html 

 

【４】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

      平成 29 年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）の 

      公募及び説明会（中小企業庁施策） 

 

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    この事業は、デザイン開発、精密加工等の特定ものづくり基盤技術（12 分野）の向上 

につながる研究開発、その試作等の取組を支援することを目的としています。特に中小 

企業・小規模事業者が大学・公設試等の研究機関等と連携して行う、製品化につながる可

能性の高い研究開発及びその成果の販路開拓への取組を一貫して支援します。 

 

   ○公募説明会 

    日 時：平成２９年５月９日（火）14:00～17:00 

    場 所：大阪合同庁舎 1 号館 第 1別館 2 階 大会議室 

（大阪市中央区大手前 1-5-44） 

    定 員：150 名 

 

    公募説明会の詳細については、以下のホームページをご覧ください。 

    

http://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/sapoin/29fy/0414koubo/setsumei_29.html 

 

   ○補助事業概要 

     (1) 補助金額（上限額）等 ※中小企業・小規模事業者等の場合 

      初年度（交付決定日から平成 30年 3 月まで） 補助金額 4,500 万円以下 

      ※2 年度目以降は、原則として次のとおり交付申請を行うことができる。 

       2 年度目の交付申請額 初年度の補助金交付決定額の 2/3 以内 

       3 年度目の交付申請額 初年度の補助金交付決定額の 1/2 以内 

      ※大学・公設試等の補助金額（上限額）は別途定められています。 

     (2) 補助事業期間 



         2 年度又は 3 年度 

     (3) 公募期間 

         平成 29 年 4 月 14 日（金）～平成 29 年 6 月 8 日（木） 

     (4) 申請書等提出先 

         近畿経済産業局地域経済部産業技術課 

   

   ※ご注意ください。 

   「応募対象事業」「応募対象者」「応募手続き」については、公募要領を十分ご確 

認ください。 

 

   問合先：近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課 

       住所：大阪市中央区大手前 1-5-44 

       Tel: 06-6966-6017 

 

       詳細については、以下のホームページをご覧ください。 

       http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2017/170414mono.htm 

【５】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

      府内中小企業者の『設備投資』を応援します。 

      ～大阪府の設備投資応援融資～（大阪府施策） 

 

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    大阪府では、府内中小企業者の皆様が、生産性の向上や経営基盤の強化などのため 

に設備を導入する際の融資制度を実施しております。平成 29 年度から利用条件拡充 

（資金使途・融資期間）により更にご利用しやすくなりました。 

 

   ■設備投資応援融資〔保証協会保証付〕 

   ・資金使途 ：設備資金・設備に付随する運転資金（設備資金の 1/2 以内） 

   ・融資限度額：２億円（うち無担保 ８，０００万円） 

   ・融資期間 ：１０年以内（無担保） ２０年以内（有担保） 

   ・金   利：年１．２％以下 固定 

   ・保 証 料：９段階別信用保証料（0.35％～1.9％） 

   ※国の「認定経営力向上計画」の実施に必要となる設備は、一律年 0.7％で利用可 

能です。 

 

   ※詳細は、下記のホームページをご覧ください。 

    http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/setubiouen/index.html 

 



   ■金融機関提案型〔設備投資特別枠〕 

   ・金融機関からの提案による設備投資を対象とした融資です。 

   ※取扱金融機関、融資条件は、下記のサイトをご覧ください。 

    http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/246/00115458/teiangata.pdf 

 

   ■その他、「開業サポート資金」「小規模企業サポート資金」「経営安定サポート資金」 

等の制度融資も行っています。 

※詳細は、下記のホームページをご覧ください。 

 http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/seido001/index.html 

 

【お問い合わせ先】 

  大阪府商工労働部中小企業支援室金融課制度融資グループ 

  TEL：０６－６２１０－９５０８ 

  ※なお、申込は取扱金融機関となります。 

【６】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

      府内で新たに事業を始める方、または、事業開始後 5年未満の方を応援します。 

      ～大阪府の開業サポート資金～（大阪府施策） 

 

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    大阪府では、府内での創業を支援するため「開業サポート資金」を実施しております。 

    特に、多様な起業家の育成に向け、女性・若者・シニア・UIJ ターン該当者の金利を引  

下げるとともに、「地域支援ネットワーク型（※）」の金利や保証料を一般の開業資金よ

りも低く設定し、自己資金要件の緩和等も行っております。 

※融資後３年間、商工会・商工会議所、金融機関の経営サポートがあります。 

 

【女性・若者・シニア・ＵＩＪターンの要件】 

 ・女性：事業主が女性であること。 

 ・若者：事業主が受付時点で３５歳未満であること。 

 ・シニア：事業主が受付時点で５５歳以上であること。 

 ・ＵＩＪターン該当者：受付時の 1 年以内に東京圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川  

県、茨城県）に在住していた方が、府内で創業するものであること。 

 ☆その他、利用要件等の詳細については下記のホームページをご覧ください。 

  http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/seido001/index.html 

 

【お問い合わせ先】 

  大阪府商工労働部中小企業支援室金融課制度融資グループ 

  TEL：０６－６２１０－９５０８ 



【７】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

      和歌山大学産学官見学交流会（和歌山大学施策） 

 

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    和歌山大学では新緑の清々しい時期に、３年ぶりの産学官見学交流会を開催すること 

   になりました。世界的な技術革新のなか、将来を見据えたイノベーション創出のための、 

   産学官連携が益々重要となってきています。 

    今回、企業の経営者や開発担当者に和歌山大学システム工学部の研究開発の一端を見 

学して頂き、今後の連携に繋げられればと期待しております。 

 

   日 時：平成２９年５月１９日（金）15:00～18:30 

   場 所：和歌山大学 産学連携イノベーションセンター 

（旧 産学連携・研究支援センター） 

       １F 多目的研究室 

   定 員：30 名 

   対 象：企業の経営者、技術者、自治体職員、一般の方 

   参加費：無料 

   申込み：必要事項（会社名、役職、氏名、連絡先、交流会参加（有／無））を記入し、 

       指定メールアドレス（liaison@center.wakayama-u.ac.jp ）までご送信くださ 

い。 

   締切り：平成２９年５月１２日 

   次 第：○14:30～ 受付開始 

       ○15:00～ 開会 

        ・挨拶：産学連携イノベーションセンター長 

        ・産学連携イノベーションセンターの活動紹介 

        ・ビデオ：サイバスロン報告ビデオ 

       ○15:30～17:00 3 班に分かれてシステム工学部の３研究室を巡回見学 

        ・システム工学科 ネットワーク情報学メジャー 

         ネットワークサービス研究室（塚田研究室） 

         http://www.wakayama-u.ac.jp/~ktsukada/nslab/ 

        ・システム工学科 機械電子制御メジャー 

         ロボティクス研究室（中嶋研究室） 

         https://www.wakayama-u.ac.jp/~nakajima/index.html 

        ・システム工学科 メディアデザインメジャー 

         コミュニケーションデザイン研究室（吉野研究室） 

         http://www.wakayama-u.ac.jp/~yoshino/lab/index.html 

       ○17:00～18:30 元の多目的研究室に集合し交流会 



   問合先：産学連携イノベーションセンター 

       コーディネーターグループ 鈴木、前田、米田 

       Tel：073-457-7564  Fax：073-457-7550 

       E-mail：liaison@center.wakayama-u.ac.jp 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 編集・発行 岸和田市役所 魅力創造部 産業政策課 商工振興担当 

       ＴＥＬ：０７２－４２３－９４８５（商工振興担当直通） 

       E-mail：sangyo@city.kishiwada.osaka.jp 

 

  ※ 各情報の詳細や申込については、それぞれの本文中のＵＲＬやお問い合せ先までご確 

認をお願いいたします。 

  ※ 配信先の変更・配信停止、また、ご意見・ご要望等については、上記メールアドレス  

までご連絡ください。 

  ※ 岸和田市企業支援メールマガジンは、原則として月に１回の発行です。 

 

  【後記】 

   気持ちの良い季節になりましたのでバーベキュー（ＢＢＱ）に参加される方も多いので 

はないでしょうか。実はこの時期、岸和田市では各町とも秋のだんじり祭に向けてＢＢ 

Ｑがあちこちで開かれています。祭は年に数日間しかありませんが、関わる人間同士お互

いの信頼関係がないと４トン以上あるだんじりを動かすことはできません。１年ごとに各

団体（青年団、若頭、世話人等）の役員が代わり、一人一人も団体の中で担当するポジシ

ョンが代わります。そのため、毎月寄り合いを開き、また、ＢＢＱを開催していろんな会

話をすることで、その人となりを理解すると同時に引継ぎをすることができます。その積

み重ねがだんじり祭を成功させることにつながるのです。私たちの仕事も一緒に働く人の

ことをもっと理解できれば、望んだ結果を得やすいのではないでしょうか。 

今年度も引き続き、当メールマガジンのご愛読をよろしくお願いいたします。 

 


