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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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-------------------------------■--  各 情 報  --■--------------------------- 

【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］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)［7月 5日(水)、8月 9日(水)、9月 6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】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

          

岸和田市企業経営支援事業補助金（岸和田市施策） 

 

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

 岸和田市は、市内で事業を営む方の支援のため、様々な補助金制度をご用意しております。 

 

 ①展示会出展事業補助金 

  http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/tenjikai.html 

 ②産学官連携事業補助金 

  http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/sangakukannorenkei.html 

 ③産業人材スキルアップ事業補助金 

  http://www.city.Kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/jinzaiikusei.html 

 ④合同企業説明会中小企業者等参加事業補助金 

  http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/goudoukigyousetsumeikai.html 

  

  ※ 各補助金の詳細については、各ＵＲＬよりご覧ください。当市ホームページへ繋がり 



ます。 

    

  ＜問い合わせ＞ 

   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） 

 

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

 

岸和田市中小企業サポート融資（岸和田市施策） 

 

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

 岸和田市は、市内で事業を営む方が、必要な運転資金・設備資金を円滑に調達できるよう、 

大阪信用保証協会の保証を付して融資をあっせんしています。約定どおり返済された方には、 

市から利子と保証料の一部を補給します。 

 

 http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/kisiwadasapoto.html 

 

申込人の資格 

 ・大阪府内に居住し、原則として岸和田市内の同一場所で１年以上引き続き事業を営んでお 

り、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる事業者であること。 

 ・具体的な事業計画を有しており、金融機関等による融資後のサポートを受けることが可能 

な事業者であること。 

 ・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 

  ※ その他、申込要件がございます。必ず上記ＨＰより詳細をご確認ください。 

  ※ 保証協会が保証できない場合には、同制度をご利用できません。 

融資限度額 一事業者について６００万円まで 

      ※ ただし、既存の信用保証協会の保証付融資との融資残高合計が１，２５０万 

円を超える場合は利用できません。 

資金使途  運転資金、設備資金（転貸資金は除く） 

融資期間  ４年以内（据置なし） 

貸付利率  年 １．２ ％（平成２８年１２月１日現在） 

      ※ 約定どおり返済された場合、融資実行１年後より市から一部補給があります。 

保証料率  年 ０．５％ ～ ２．２％ 

      ※ 決算内容により保証協会にて審査後、料率が決定されます。 

      ※ 約定どおり完済された後、１０万円を上限として市から補給があります。 

返済方法    毎月元金均等分割返済 

取扱機関  池田泉州銀行（泉州営業部・久米田支店・春木支店・東岸和田支店） 



連帯保証人 原則として不要 

      ※ 法人の場合は法人代表者・実質経営者に保証人になっていただきます。 

      ※ 営業許可名義人・同一事業に従事している配偶者・事業承継予定者等は連帯 

保証人になっていただく場合があります。 

受付場所  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） 

 

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

  

ビジネス講演会＆交流会 

               （岸和田商工会議所） 

  

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

経営者、後継者、支社長、工場長等の経営に携わる方を対象に、経営に関する勉強会と、よ 

り多くの人脈を作るための交流会を開催します。 

 

日  時：平成 29年 7月 26日(水)18：00～20：30  

会  場：がんこ岸和田五風荘（岸城町 18-1 Tel:072-438-1162） 

     南海本線 蛸地蔵駅から徒歩 5分/岸和田駅から徒歩 10分  

参 加 費：3,000円  

定  員：60名（申込先着順）  

講  師：がんこフードサービス株式会社 

     代表取締役会長 小嶋 淳司 氏  

内  容：第 1部（18：00～19：00） 

     ◇ビジネス講演会 

      講演テーマ「がんこの起業と経営から」 

     第 2部（19：00～20：30） 

     ◇交流会 

      ・会場内に参加企業の商品・パンフレット等の展示スペースを設置 

      ・食事をご用意しております。 

       （アルコールもご用意いたします。お飲みになる方はお車での 

        お越しはご遠慮願います。）  

申込方法：参加申込書にてお申込みください 

     ※参加申込書は下記 URLからダウンロードできます 

      http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event.html#0726_business  

問  合：岸和田商工会議所 Tel:072-439-5023  

 

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



  

第 18回ニュービジネス助成金 応募受付開始！！ 

      http://www.sihd-bk.jp/houjin/chiikiokoshi/newbusiness.html 

             （株式会社 池田泉州銀行） 

  

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

第 18回ニュービジネス助成金 応募受付開始のご案内 

 

池田泉州銀行では、地域創生の一環として新規性・独創性ある技術やビジネスプランを有す 

る企業・起業家の発掘・育成を目指した第１８回「ニュービジネス助成金」の応募を、平成 29 

年 6月 9日（金）から 8月 4日（金）まで受付いたします。 

最も優れたプランに対して「ニュービジネス大賞」を、また、地域活性化に資する優秀なプ 

ランには「地域創生賞」をお贈りします。加えて、より幅広い分野の皆様からご応募いただけ 

るよう、今回新たに事業分野毎の部門賞を創設いたします。 

皆様からの積極的なご応募をお待ちしております。 

 

応募期間：平成 29年 6月 9日（金）～8月 4日（金）※当日消印有効 

応募資格：①大阪府・兵庫県・京都府・和歌山県・滋賀県・奈良県に主たる事業所を置く企業 

または在住の個人の方。 

     ②新規性・独創性に富んだビジネスプランを有し、自ら事業化することを目指す方。 

助成金額：１２プランを目途に、総額 1,000万円程度を支給します。 

     ・ニュービジネス大賞   300万円 

     ・地域創生賞       150万円 

     ・部門優秀賞       100万円 

     ・部門奨励賞        50万円 

      ※ 部門：サービス・商業／ものづくり／ＩＣＴ／環境・エネルギー／ 

           ヘルスケア 

選考基準：「新規性」「独創性」「市場性」「事業化可能性」「地域性」等より総合判断いた 

します。 

 

※応募方法の詳細は、下記 URLから池田泉州銀行ホームページにてご確認ください。 

 http://www.sihd-bk.jp/houjin/chiikiokoshi/newbusiness.html 

 

 ＜お問合わせ先＞ 

  株式会社池田泉州銀行 

  先進テクノ推進部内“ニュービジネス助成金”事務局 

 ＜ＴＥＬ＞ 06-6375-3793 受付時間／平日 9:00～17:00 

 



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

  

「新規事業展開セミナー ～『経営革新』の成功事例に学ぶ新ビジネスの育て方～」 

     http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201706/D13170719023.html 

                （大阪商工会議所） 

  

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

大阪商工会議所では、アイデアを事業計画に落とし込み具体的に付加価値の向上や売上・利 

益につなげる有効な手法である「経営革新計画」策定の概要や作成要領を解説します。また、 

大阪府から同計画の承認を受けた企業が計画策定・実施と成果について事例発表を行います。 

 

日 時：平成 29年 7月 19日(水) 14:00～16:00 (受付 13:30～) 

場 所：大阪商工会議所 4階 402号会議室 (大阪市中央区本町橋 2-8) 

内 容：・新規事業を伸ばす「経営革新計画」 

     「経営革新計画の申請にあたって(留意点、関連支援策等)」 

       大阪府 商工労働部 中小企業支援室 

           経営支援課 経営革新グループ 担当者  

     「新規事業を成功させる『経営革新』のポイント」 

       大阪商工会議所 専門相談員(経営革新、創業担当) 

                      中小企業診断士 梶原 陽二 氏  

     「事例発表：経営革新計画で拓く新規事業 

         ～ITを活用した挙式コーディネートに挑み事業伸展 ～」 

         (株)アッシュ 代表取締役 河部 悦子 氏 

       ・利用しよう!公的支援策 

     「大阪商工会議所 無料専門相談 

          (経営革新、法律、人事労務、会計・税務等)」ほか 

定 員：60名(先着順、大阪府内の中小企業者) 

        ※受講票を発行しますので当日お名刺とともにご持参ください 

      ※コンサルティング業、ビジネス  支援団体等のご関係者の方々は 

     ご参加をご遠慮ください 

参加費：無料 

詳細・申込み：下記 URLをご覧ください。 

http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201706/D13170719023.html 

主催・問合せ：大阪商工会議所(中小企業振興部経営相談室) 

TEL：06-6944-6471 FAX：06-4791-0444 

  

  

【後記】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 



 

  2017年も半分が過ぎ、７月になりました。いよいよ夏の旅行シーズンになり、計画中 

 の旅行に既にワクワクしております。台風が多くなる季節でもありますが、ツーリング 

 やドライブの計画があるため、天候に恵まれることを今から祈るばかりです。 

  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。 

  

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

  

 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） 

       Email：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。 


