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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。 

  

■--  目  次  --■------------------------------------------------ 

  

【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） 

 

【2】創業セミナー ～夢に挑戦・めざせ起業家～（岸和田商工会議所） 

 

【3】消費税軽減税率制度説明会（岸和田税務署） 

 

【4】岸和田ごちそうさん！ 

～ひと味ちがう！白味噌づくり体験と簡単ランチレッスン～（岸和田ブランド） 

 

【5】助成金公募のご案内（三菱 UFJ技術育成財団） 

 

【6】中小企業ビジネス支援サイト J-Net21 

  「支援情報ヘッドライン」アプリ(iPhone版・アンドロイド版)のご案内 

（(独)中小企業基盤整備機構） 

 

【7】平成 29年度 女性活躍推進セミナー開催のご案内（豊中市） 

 

  

■--  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、岸和田商工会議所、大阪府よろず支援拠点と合同で、毎月原則第１、 

３水曜日、岸和田商工会議所にて、中小企業・小規模事業者の皆様のための無料 

経営相談会を実施します。 

 

 大阪府よろず支援拠点とは、国が各都道府県に設置した無料の経営相談所です。 

 様々な資格、経歴を持つコーディネーター陣が在籍し、相談者と同じ目線で、 

真の解決策・改善策をとことん一緒に考え、具体的で専門性の高い解決方法をご 

提案します。 

 

 業種にこだわらず、創業、売上拡大、経営改善など、中小企業・小規模事業者 

が抱える経営上のあらゆるお悩みごとの解決をお手伝いいたします。 

 また、相談内容に応じて、課題解決に向けた適切な支援機関のご紹介もさせて 

いただきます。 

 

 経営に関するお悩み事ならどんなことでも無料でご相談いただけます。この機 

会に是非、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽に当無料経営相談会をご活 

用ください。 

 

  

日 時：［日程］10月４日(水)、10月 18日(水)、11月１日（水）、 

        11月 15日（水）12月６日（水）、12月 20日（水）、 

        １月 10日（水）、１月 24日（水）、２月７日（水）、 

        ２月 21日（水）、３月７日（水）、３月 28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：岸和田商工会議所(別所町３-13-26) 

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） 

 

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

 

    創業セミナー ～夢に挑戦・めざせ起業家～（岸和田商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 岸和田商工会議所では、独立開業を志す方や新たに事業を起こしたいと考えて 

いる方々を対象に、「創業セミナー」を開催いたします。独立開業を目指す方か 



ら開業して間もない方まで受講できます。 

※本セミナーは、岸和田市創業支援事業計画の「特定創業支援事業」です。本セ 

ミナーを受けた創業者は、様々な支援制度を活用することができます。 

 

日程・内容：10月 12日（木）[経営]創業の心構えとマーケティング思考 

      10月 19日（木）[経営]ビジネスプラン作成、ワークショップ 

      10月 26日（木）[販路開拓]販売促進活動の考え方・実施方法 

      11月２日（木）[財務]必要な資金と調達方法並びに事業の見直し 

      11月９日（木）[人材育成]創業の成功例と人材育成 

      11月 16日（木）ビジネスプランプレゼン、ワークショップ 

      各日午後１時 30分～４時 30分 

場   所：岸和田商工会議所 

受 講 料：3,240円(消費税・テキスト代込) 

定   員：30名（申込先着順） 

申   込：下記必要事項をご記入の上、Fax・郵送・メールにてお申込み 

      ください。 

      ①氏名(フリガナ) ②郵便番号、住所 ③Tel、Fax ④メール  

⑤支払方法：持参・振込 

問 合 せ：岸和田商工会議所 

      〒596-0045岸和田市別所町３-13-26 

       Tel：072-439-5023 Fax：072-436-3030 

      メール：koshukai@kishiwada-cci.or.jp ※土、日曜日を除く 

 

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

 

        消費税軽減税率制度説明会（岸和田税務署） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 平成 31年 10月１日から「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週２回以上発行 

される新聞（定期購読契約に基づくもの）」を対象に消費税の「軽減税率制度」 

が実施されます。 

 軽減税率制度は、飲食料品等の軽減税率対象品目を取り扱う事業者の方だけでなく、 

全ての事業者の方に関係のある制度です。 

日 時：平成 29年 10月 24日（火）16:00～17:00 

会 場：岸和田商工会議所（岸和田市別所町３-13-26） 

講 師：岸和田税務署 法人課税第一部門 辻村上席 

費 用：無料 

申 込：講座名、事業所名、所在地、参加者全員の氏名・人数、電話番号を記入 



    のうえ、岸和田商工会議所へ Fax 

    岸和田商工会議所（Tel：072－439－5023、Fax：072－436－3030） 

問合先：岸和田税務署 法人課税第一部門 

    Tel：072－438－1341（音声ガイダンス「２」） 

 

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

   

             岸和田ごちそうさん！ 

～ひと味ちがう！白味噌づくり体験と簡単ランチレッスン～ 

             （岸和田ブランド） 

                 

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

 岸和田ブランド認定品を贅沢に使用したお料理と白味噌づくりを体験できるお得

なレッスン★ 

 和菓子３種類の食べ比べや今話題の糀（こうじ）を使った桃の甘酒のお土産付き！ 

 

日 時：平成 29年 10月 26日（木）10:45～13:45 

場 所：ハグミュージアム（大阪市西区千代崎３－２－59） 

    大阪市営地下鉄 長堀鶴見緑地線「ドーム前千代崎駅」下車①出口より徒歩

３分 

受講料：一人 2,500円 

定 員：48名 

対 象：15歳以上 

持参物：エプロン、ハンドタオル、筆記用具 

受 付：当日 10:30～４Ｆキッチンスタジオにて 

※レッスンの進行上15分以上遅れられた場合は参加いただけない場合がございます。

問合先：岸和田市産業政策課（Tel:072-423-9485） 

申 込：ハグミュージアムのホームページから 

http://www.osakagas.co.jp/company/efforts/hugmuseum/lesson/1264667_27667.ht

ml 

 

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

 

       助成金公募のご案内（三菱 UFJ技術育成財団） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 三菱 UFJ技術育成財団は、技術指向型の中小企業の育成を通じて、我が国産業の発

展並びに中小企業の経営高度化に貢献することを目的として、昭和 58 年に設立、発

http://www.osakagas.co.jp/company/efforts/hugmuseum/lesson/1264667_27667.html
http://www.osakagas.co.jp/company/efforts/hugmuseum/lesson/1264667_27667.html


足しました。 

 このような目的を達成する事業の一環として、設立以来、新技術・新製品等の研究

開発に対する助成金の交付事業を行っております。今年度第２回目となる助成金の公

募を、９月１日より 10月 31日まで実施します（１件最大 300万円、交付決定時前払

い）。新規性に富み、意欲的なプロジェクトのご応募をお待ちしております。 

対  象：①新技術、新製品等の研究開発を行う、設立・創業後もしくは新規事業進

出後５年以内の中小企業または個人事業者。②現在の技術水準から見て新

規性のある機械、システム、製品等の開発で、原則として、２年以内に事

業化が可能なプロジェクト。 

助成金額：助成金として、次のいずれか少ないほうの金額を交付致します。 

・１プロジェクトにつき 300万円以内。 

・研究開発対象費用の１／２以下。 

公募期間：平成 29年９月１日～10月 31日 

問 合 先：公益財団法人 三菱 UFJ技術育成財団 

担当：萩 （Tel：03-5730-0338） 

詳しくは、三菱 UFJ技術育成財団のホームページをご覧ください。 

http://www.mutech.or.jp/subsidy/index.html 

 

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

 

        中小企業ビジネス支援サイト J-Net21 

   「支援情報ヘッドライン」アプリ(iPhone版・アンドロイド版)のご案内 

（(独)中小企業基盤整備機構） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 補助金・助成金、公的融資、展示会・商談会、無料セミナー…。 

国や都道府県などによる中小企業向けの支援施策情報を集めた検索システム「支援

情報ヘッドライン」がアプリになって登場!! 

カンタンに地域別・分野別に検索できる機能や最新の支援施策情報を即座にお知ら

せする機能までついており、貴社にマッチした支援施策情報を逃しません！ぜひご活

用ください。 

アプリダウンロード方法： 

      下記 URLより、iPhone版・アンドロイド版のいずれか該当する方をダウ 

   ンロードしてください。 

   http://j-net21.smrj.go.jp/ad/app/index.html 

問合せ： 

   下記 URLのお問合せフォーマットよりお問合せください。 

   https://j-net21.smrj.go.jp/common/mail.html 



 

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

 

     平成 29年度 女性活躍推進セミナー開催のご案内（豊中市） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 豊中市では、企業において女性の活躍をすすめる動力源となるよう、女性活躍推進

セミナーを開催いたします。このセミナーへの参加を通じて、ワークライフバランス

による職場環境の見直しや、女性の能力・視点を活かすこと、女性が継続して働き続

けることにより貴社の業績ＵＰへつなげることを目的とします。企業の経営者、人事

労務担当者、テーマに関心のある皆さま、ぜひご参加ください。 

 

日 時：①10月 10日(火)  ②11月 17日(金)  ①②とも 14時から 16時まで 

場 所：とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ 

（阪急豊中駅直結 エトレ豊中５階） 

内 容：①「企業成長のためのワークライフバランス」 

（講義とワークショップを予定しています） 

講 師：土井文子さん(オフィス T&D Faith経営労務事務所 特定社会保険労務士) 

    ②「女性活躍のモデル企業から学ぶ」会社の発展は社員の幸せから 

～社員第一主義経営のすべて～ 

講 師：樋口友夫さん（株式会社天彦産業 代表取締役社長） 

対 象：企業の経営者・人事労務担当者・テーマに関心のある方 

定 員：各回 30名ほど 

参加費：無料 

申 込：Faxまたは電話または豊中市ホームページから 

問合せ：豊中市人権政策課男女共同参画係（Tel：06-6858-2039、Fax:06-6846-6003) 

ホームページアドレス： 

http://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_gakushu/danjokyoudou/danjo_topics/

joseiseminar.html 

 

【後記】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

 今回も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。 

 10月になりました。行楽の秋、食欲の秋、芸術の秋、読書の秋…。皆様もそれぞれ

の秋を満喫してください。 

 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。 

 

 

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=sangyo%40city.kishiwada.osaka.jp

