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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］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)［8 月 9日(水)、9 月 6 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２９年４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】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

<大阪信用保証協会> 

「 第６回創業グリップ Day！夢の創業をやさしくサポート! 」を開催します！ 

URL：http://www.cgc-osaka.jp/event/62 

  

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

 起業に役立つ様々な分野の専門家や金融機関との個別相談、創業者向けセミナー、特別講演、

参加者交流会まで、創業に必要なステップが凝縮されたセミナーです。 

「夢の創業を実現したい」、「創業に関するヒントをつかみたい」という方、個別相談、セミ

ナー、特別講演、交流会すべて無料の創業グリップ Day!に参加してみませんか。 

 ☆ご来場の方全員に、創業準備に役立つ冊子を差し上げます。 

 

■日時 

 平成 29 年 9 月 8日（金）14:00～18:00（13:30 受付開始） 

 （イベントスケジュール） 

  14:00-14:20 信用保証協会ミニセミナー 

    14:30-15:00 創業計画ミニセミナー 

  15:15-16:45 特別講演「地元で創業！堺の龍旗信から世界の龍旗信に！」 

      ～失敗から成功、創業 26 年で得たもの失ったものを全て話します～ 

         松原 龍司 氏（株式会社龍旗信 代表取締役） 

    17:00-18:00 参加者交流会 

  ※途中入退場自由 

 （相談ブーススケジュール） 

  14:00-17:00 金融機関・保証協会相談ブース 

  14:00-18:00 専門家相談ブース 



  ※相談時間は 1ブースあたり 30 分 

■場所 

  さかい新事業創造センター ＜Ｓ－Ｃｕｂｅ＞（堺市北区長曽根町 130 番地 42） 

 最寄り駅：地下鉄御堂筋線 なかもず駅（徒歩約 4 分） 

     南海高野線 中百舌鳥駅（徒歩約 4 分） 

■参加費 無料 

■セミナー内容・事前予約については上記の URL からご確認下さい。 

 （特別講演のみ、事前予約受付中です。※定員 50 名） 

■問合せ 大阪信用保証協会 経営支援部 創業・保証相談課 

     TEL06-6260-1730    FAX06-6260-1786 

 

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

 

《さかい新事業創造センター》 

さかい女性起業家セミナー「商売経験・資金・人脈なしの私が起業！～激戦の 

インターネット通販で 15 年以上を生き残る！～」 開催のご案内 

          

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

■概要 

 子育てしながら出来るネットショップを選択し、その中でも市場の小さいヘアアクセサリー

に注目し、成功を収めたリトルムーンインターナショナル株式会社の創業者である文美月さん

を講師にお迎えし、起業のきっかけや体験談を交えながら起業活動を行ううえで必要となるノ

ウハウや課題などをお話し頂きます。 

 また、基調講演後は、S-Cube の卒業企業でもあり女性起業家メンターの３者を交えてトーク

セッションを開催します。これから何かはじめたいと考えている方にピッタリのセミナーです。   

是非、ご参加ください。 

 

■日時・内容 

平成２９年８月５日(土)  １３：３０～１６：３０ 

    13：30～13：40 起業時の融資制度のご案内 

             日本政策金融公庫 融資担当 

    13：40～14：40 基調講演 

          ＜休憩＞ 

  14：50～15：00 女性起業家メンター制度の説明・メンター紹介 

  15：00～15：40 トークセッション 

  15：40～15：50 施設見学会 

    15：50～16：30 参加者交流会 

          （※ 同時開催 日本政策金融公庫による個別相談会） 



   ※無料託児サービスあり 

 

■会場 

 さかい新事業創造センター[S-Cube] 

 （堺市北区長曽根町 130-42 http://www.s-cube.biz/s-cube/access.html） 

 ※ご来場の際は、電車、バス等をご利用ください。  

 

■参加費 

 セミナー＆トークセッション 無料 

 参加者交流会        300 円 

 

■定員 

 ３０名（先着申込順） 

 

■申込方法 

 下記申込フォームからお申込みください。  

  ⇒ http://www.kokucheese.com/event/index/473359/ 

 

■申込締切 

 平成２９年７月３１日(月) 

 

■お問い合わせ先 

 さかい新事業創造センター[S-Cube](事業担当:中村・山埜)  

 TEL：072-240-3775   FAX: 072-240-3662 

 E-mail：jigyou@s-cube.biz 

 

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

 

「OSAKA 女性活躍推進 ドーン de キラリ フェスティバル 2017」開催 

9/1 は朝原宣治さん、なるみさん、岩田喜美枝さんが登場! 

http://www.dawncenter.jp/topics/fes/top.html 

 

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

 大阪府・OSAKA 女性活躍推進会議では、9月 1 日・2 日にドーンセンターで 

「OSAKA 女性活躍推進 ドーン de キラリ フェスティバル 2017」を開催します。 

シンポジウムのほか各種セミナーや合同企業説明会、映画上映会、体験教室など、2 日間にわた

り多彩なイベントを展開。 

 また、イベントに参加されている間、一時保育がご利用いただけます。 



(無料。1 週間前までに要予約。)ぜひご参加ください。 

 

■メインシンポジウム  

 日 時：平成 29 年 9月 1 日(金) 13:30～15:15  

 内 容 1：トークセッション「可能性は無限大!もっと女性が輝く OSAKA へ」 

      出 演：朝原宣治さん(大阪ガス(株)、2008 年北京五輪メダリスト) 

      なるみさん(よしもとクリエイティブ・エージェンシー) 

 内 容 2：基調講演「経営戦略としての女性活躍推進」 

        講 師：岩田 喜美枝 さん((公財)21 世紀職業財団会長) 

 定 員：400 人(申込先着順) 

 申込み：下記 URL からお申込みください。 

  https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input.do?tetudukiId=2017070003 

 

■働く女性・働きたい女性のための「お悩み」相談会    

 日 時：平成 29 年 9月 1 日(金)、2 日(土) 10:00～16:50 

 内 容：女性の就業や生活など、女性を取り巻く様々な悩みについて、 

      各分野の相談に携わっている職員が相談に応じます。(無料・予約優先) 

 申込み：下記 URL からお申込みください。 

 https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input.do?tetudukiId=2017060050 

 

■キラリマルシェ    

 日 時：平成 29 年 9月 2 日(土) 10:30～16:00 

 内 容：女性農業家や女性起業家などが出展する物産展を開催 

 

 ※「ドーン de キラリ フェスティバル」の詳細(各種イベントの情報や一時保育の申込み方法

等)は、タイトル欄記載の URL をご確認ください。 

 

 問合せ：大阪府府民お問合せセンター TEL：06-6910-8001  

 

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

 

      『毎月勤労統計調査「特別調査」にご理解とご回答を!』 

    http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/31-1.html (厚生労働省) 

     http://www.pref.osaka.jp/toukei/chousa/maitoku-chousa.html (大阪府) 

 

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

   8 月上旬から 9月中旬にかけて、大阪府知事より任命された統計調査員が、上記の全事業所

を訪問し、大阪府知事が発行した統計調査員証を提示の上、雇用状況等についての聞き取り調



査を行います。 

  厚生労働省からは調査区域だけが指定されるため、統計調査員が調査区域内の事業所の存在

を確認し、確認された事業所については、その場でお尋ねすることになります。 そのため、事

前に連絡することなく訪問させていただくこととなりますが、ご理解とご回答をよろしくお願

いいたします。 

 

 調査時期：平成 29年 8 月上旬から 9 月中旬 

 対  象：厚生労働省が指定した次の市の一部地域の全事業所。 

           〔大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、 

八尾市、泉佐野市、寝屋川市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、 

門真市、摂津市、藤井寺市、東大阪市 (以上、21 市の一部地域が対象)〕 

 

 問合せ：大阪府 総務部 統計課 勤労・教育グループ  

      TEL：06-6210-9200,9201(直通) FAX：06-6210-9210 

 

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

 最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。 

 蒸し暑い日が続いていますが、夏バテなどされてませんか。 

 暑い中、港まつり花火大会も終わって、今週末には海上保安庁の巡視船体験航海が行われま

す。かっこいい巡視船に乗船し関空付近まで航海します。とても人気でいつもたくさんのご応

募をいただきますが、必ず抽選となってしまいます。 

 今年の応募は締め切りましたが、来年、皆様もぜひ応募してみてください。運が良ければ当

たるかもしれません。   

 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。 


