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      ◆岸 和 田 市 企 業 支 援 メ ー ル マ ガ ジ ン◆ 

        ≪第 75 号≫ 2022 年 9月１日 配信 

  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

 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。 

※各ホームページのＵＲＬについては、日々情報が更新されておりますので、こ 

まめにご確認いただくことをおすすめします。 

  

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

  

【１】関西ものづくり新撰 2023 の応募開始のご案内（国） 

  

【２】カーボンニュートラル実現を目指す中小企業のための省エネセミナー（国） 

  

【３】OSAKA SDGs マッチング Days プレゼンター＆共創パートナー募集！（府） 

  

【４】大阪府×ＫＥＣＣ共催セミナーを開催します！（府） 

  

【５】OSAKA 女性活躍推進 ドーン de キラリ ２days を開催します。（府）  

  

【６】【大阪府】第５回男女いきいき事業者表彰受賞事業者が決定！！（府） 

  

【７】聞いてみよう！一歩先行く働き方 ～両立支援とダイバーシティ～（府） 

  

【８】大阪府ハートフル企業顕彰（令和 4年度）表彰対象企業を募集します!（府） 

  

【９】岸和田市内の事業所のデジタル化を支援します（第３次募集）（市） 

  

【10】「中小企業向け無料セミナー『新事業を実現するクラウドファンディング 

   実践セミナー～アイデア発想と新商品を創造する思考スキルから商品企画、 

   テストマーケティング、販路開拓、顧客獲得につなぐ方法～』」 

   を開催します!（大阪商工会議所） 



  

【11】大阪府警察本部サイバーセキュリティ対策課からのお知らせ！（府警） 

  

  

  

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

 

  

【１】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

   関西ものづくり新撰 2023 の応募開始のご案内（近畿経済産業局） 

    

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「関西ものづくり新撰２０２３」募集を開始します！ (８／８～９／３０) 

   ～「優れた」「売れる」製品・技術 

    「新しい」「儲かる」ビジネスモデル大募集～            

********************************************************** 

近畿経済産業局では、「関西ものづくり新撰２０２３」の募集を開始しました。 

https://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/shinseihin/2023/boshu.html 

  

今回で第１０回目を迎える本事業は、関西の中小企業が開発した「優れた」 

「売れる」製品・技術を「関西ものづくり新撰」として発掘・選定する、局独自 

の事業です。選定された製品・技術等は、当局ホームページに掲載、ポスター及 

び冊子を作成し関係機関に配布することで、販路開拓等を支援します。 

今年度の「関西ものづくり新撰２０２３」では、SDGs（持続可能な開発目標） 

に着目し、２０２５年大阪・関西万博に向けた取組を加速すべく応募分野を追加 

しました。この 5年以内に尖った新技術や製品を開発された企業の皆様、是非、 

本事業へチャレンジしませんか？ 

  

「関西ものづくり新撰２０２３」について 

◆募集期間 

令和４年８月８日（月）～９月３０日（金） 

※選定製品・技術等の公表は令和５年１月下旬を予定しています。 

※選定製品・技術等に対しては選定証交付式において選定証を授与します。 

（令和５年２月上旬予定） 

  



◆応募分野 

①環境・エネルギー（カーボンニュートラル<追加項目>）②医療・健康・介護 

③先端産業 ④防災・セキュリティ ⑤新市場創出 ⑥IT/loT ソリューション 

⑦社会課題関連「サスティナブルな食システム<追加項目>」 

  

◆主な応募資格 

①中小企業基本法第 2条第 1項に規定する中小企業であること 

②近畿 2 府 5 県（福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県） 

に本社等を有していること 

③5年以内に販売・提供された製品・技術等であること等 

  

◆選定方法 

有識者で構成される選定委員会を設置し、以下の審査項目に基づき審査します。 

①新規性・独創性 ②市場性・成長性・戦略性 ③信頼性 

  

◆応募方法 

以下 URL から申請書をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、電子メール 

にて当局までご提出ください。 

【当局ホームページ】 

https://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/shinseihin/2023/boshu.html 

応募書類アップロード用のＵＲＬは当局から別途メールにてお送りします。 

  

【お問い合わせ先】 

近畿経済産業局 産業技術課 

TEL:06-6966-6017 E-mail: mailto:kin-shinsen@meti.go.jp 

  

  

【2】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

  「カーボンニュートラル実現を目指す中小企業のための省エネセミナー」 

     ～ 省エネ大賞受賞者などから学ぶ手法・技術と支援策 ～ 

                        《近畿経済産業局》 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「省エネ大賞」受賞企業による省エネ対策の実践事例、専門家支援の取組や新し 

い技術、省エネ政策の動向や支援策などをご紹介し、中小企業の疑問や悩みに答 



える意見交換会も行います。 

  

▼詳細・申込はこちらをご覧ください 

https://www.kinki-energysaving.go.jp/ 

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

 

【日 時】2022 年 9月 15 日(木)14:00～17:00 

【会 場】シェア会議室東梅田 (大阪市北区堂山町 1-5 三共梅田ビル 4F) 

     ※オンライン開催(YouTubeLive)あり 

【締 切】2022 年 9月 13 日(火)まで 

【費 用】無料 

【問 合】セミナー事務局((株)ダン計画研究所内) 

  TEL：06-6944-1173 E-mail：seminar@kinki-energysaving.go.jp 

  

  

【３】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

 「OSAKA SDGs マッチング Days」プレゼンター＆共創パートナー募集！(府) 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 産学官金のパートナーシップによるサポート基盤となる「共創パートナー」 

（令和 4年 7月末現在 28 社・団体）と、SDGs ビジネスに挑戦する府内事業者 

（プレゼンター）のビジネスマッチングイベント「OSAKA SDGs ビジネスマッ 

 チング Days」を開催します。このたび、マッチングイベントに登壇するプレ 

 ゼンター（SDGs ビジネスに挑戦する府内企業等）及び、それを支援し協業を 

 めざす「OSAKA SDGs 共創パートナー」を募集します。 

  

■日時  令和 4年 12 月 6 日（火）、7日（水）時間未定 

■会場  大阪イノベーションハブ及びオンライン 

  

■内容  1.「脱炭素」 ～大阪発！技術・サービスで脱炭素社会に貢献する～ 

       分野例）バイオマスプラスチック、環境・エネルギー 

     2.「いのち・くらし」 

         ～大阪発！技術・サービスでウェルビーイングに貢献する～ 

       分野例）食、医療・ヘルスケア、働く・学ぶ・共に生きる、 

           くらし・まちづくり     



■費用  無料   

■申込み 下記 URL からご確認ください。 

     URL：https://osaka-sdgs-biz-matching.com/ 

■共催  大阪イノベーションハブ 

■問合せ 大阪府商工労働部成長産業振興室産業創造課産業化戦略グループ 

     TEL：06-6210-9485 

     Email：sangyosozo@gbox.pref.osaka.lg.jp 

  

  

【４】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

  【大阪府×ＫＥＣＣ共催セミナーを開催します！】（府） 

  「女性が働きやすい職場づくりについて」 

  ～女性活躍推進法、育児・介護休業法改正を受けた職場環境づくりとは～ 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

大阪府では、国家戦略特区関西圏雇用労働相談センター（ＫＥＣＣ）と連携し、 

「働き方改革」や「女性活躍」の視点から、男女ともに育児に参加しやすく、長 

く働き続けられる職場環境づくりに企業が取り組むためのセミナーを開催します。 

セミナーでは、女性活躍推進法、育児・介護休業法の改正内容や活用できる助成 

金制度の紹介に加え、セミナー終了後、社会保険労務士による個別相談会（要事 

前予約）も実施しますので、女性が働きやすい職場づくりに興味のある、事業主 

や人事労務担当者などの皆様も、この機会にぜひご参加ください。 

  

内容 

【第１部 仕事と育児の両立に向けた社内制度の整備】 

男女ともに仕事と育児を両立できるよう、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整 

備、個別周知・意向確認の措置の義務化等の制度に対して、企業が準備をするた 

めに押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。 

講師：特定社会保険労務士/さくらＳＴＧ社労士事務所 

代表 松村 智津子 氏（ＫＥＣＣ相談員） 

  

【第２部 活用できる助成金制度について】 

第１部の内容を踏まえて、利用できる助成金の概要と、その申請方法から申請書 

類の書き方まで解説します。 

講師：特定社会保険労務士/社会保険労務士法人 イデア 



     村橋 俊行 氏（ＫＥＣＣ相談員） 

  

日時：令和４年９月８日（木曜日）午後２時 00 分から午後４時 00分まで 

                （午後１時 30 分から受付開始） 

  

※セミナー終了後に無料個別相談をお受けします（事前予約・先着順） 

  

会場：エル・おおさか 本館７階 709 号会議室   大阪市中央区北浜東３-14 

      （最寄り駅：OsakaMetro/ 京阪 天満橋駅または北浜駅) 

＊新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン開催に変更することがあ 

ります。 

  

対象者：起業家、経営者、人事・労務担当者など、興味のある方は、どなたでも 

参加可能です 

  

定員：50 名（先着順） 

参加費：無料 

申込方法：URL からお申込み下さい。 https://kecc.jp/seminar/seminar951 

申込期限：令和４年９月７日（水曜日）まで 

  

主催：大阪府 

共催：国家戦略特区 関西圏雇用労働相談センター（ttps://kecc.jp/） 

協力：（一社）大阪外食産業協会、枚方企業団地協同組合、 

     枚方家具団地協同組合、大阪人材確保推進会議 

  

お問い合せ先 ：国家戦略特区 関西圏雇用労働相談センター事務局 

  住所：〒530-0011 大阪市北区大深町３番１号 グランフロント大阪北館 

                ナレッジキャピタル８階 Ｋ827 号室 

  E-mail:info@kecc.jp 

  

  

【５】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

   OSAKA 女性活躍推進 ドーン de キラリ ２days を開催します。（府） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 



日時：令和４年９月 16日（金）・17 日（日） 

場所：ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター） 

費用：無料  

 

大阪府では産学官で構成する「OSAKA 女性活躍推進会議」を設置し、オール大 

阪で女性の活躍推進にむけた取組をしています。 

その一環として、「OSAKA 女性活躍推進ドーン de キラリ２days」を開催します。 

大阪府男女いきいき事業者表彰 受賞企業による事例発表をはじめ、改正育児・ 

介護休業法の説明会、多様な採用手法、女性が輝く組織づくりに関するセミナー 

など、様々な催しを行います。オンライン視聴が可能な催しもあります。詳しく 

はホームページをご覧ください。 

https://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/osaka-jyokatsu-kaigi/fes.html 

 

【問い合わせ】 

府民お問い合わせセンター（TEL：06-6910-8001 平日午前９時～午後 6時）  

  

 

【６】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

   【大阪府】第５回男女いきいき事業者表彰受賞事業者が決定！！（府） 

    

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

大阪府では、男女がいきいきと働ける職場づくりに取り組む事業者を応援してい 

ます。女性活躍推進について、他の事業者の模範となる受賞事業者を決定し、表 

彰式を行いましたのでお知らせします。 

また、「ドーン de キラリ 2days 2022」内の女性活躍推進セミナー内にて、受賞 

事業者による事例発表も行います。ぜひご参加ください。 

 https://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/ikiiki2013/award.html 

  

■受賞事業者 

【大 賞】株式会社関西みらい銀行 

【優秀賞】株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング 

     株式会社ダイアナ 

     公益財団法人太平洋人材交流センター 

  

■受賞のポイント 



・男性の育児休業の取得推進のため、課長以上の全管理職による「イクボス」宣 

言の実施や育児休業の一部有給化等を行い、男性の育児休業取得率上昇につなげ 

た。 

・女性活躍の推進に向けて、現状の課題を把握するために社員にアンケートを実 

施し、現場の声を拾い、施策に反映させている。 

・雇用形態に関わらず、アルバイトも男性従業員も含め全従業員が、提携保育園 

の企業枠を利用し、子どもを預けることができる福利厚生制度をつくっている。 

・一般事業主行動計画の目標において、女性管理職の割合を具体的な数値で定め 

ている。 

・職場環境や業務の改善のために、全員参加で考えるカイゼン活動の取組みを行 

い、業務に反映させ、ワーク・ライフ・バランス推進の事例を生み出している。 

  

■受賞事業者による事例発表 

 日時：令和４年９月 16 日（金曜日） 

午後２時 00 分から午後３時 40 分まで 

 場所：ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター） 

 登壇事業者：株式会社関西みらい銀行、株式会社ダイアナ 

  

 ・参加費 無料 

 ・定員 会場：80名（要予約） WEB：定員なし（要予約） 

  

セミナーの詳細・申込はこちら 

https://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/osaka-jyokatsu-kaigi/sympo.html 

  

【問合せ先】大阪府 府民文化部 男女参画・府民協働課 

          男女共同参画グループ 

          Tel:06-6210-9321（直通） 

          Mail:danjo-fumin@sbox.pref.osaka.lg.jp 

  

  

【７】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

  聞いてみよう！一歩先行く働き方 ～両立支援とダイバーシティ～（府） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府では、育児と仕事の両立支援、女性活躍、ダイバーシティの先進企業か 



ら取組み事例を学ぶセミナーを開催します。この機会にぜひご参加ください！ 

 https://www.pref.osaka.jp/annai/moyo/detail.php?recid=25998 

  

日時 令和４年９月 16日（金曜日） 

午後２時 00 分から午後４時 00 分まで 

  

場所 ドーンセンター５階 視聴覚スタジオ 

（大阪市中央区大手前１丁目３番 49 号） 

  

開催方法 会場とオンライン（Microsoft Teams 予定）の同時開催 

  

内容 

 《第１部》キリン式 誰もが働きやすい環境をつくる 

「なりキリンママ・パパ研修」のご紹介 

     講師：キリンホールディングス株式会社 

       人事総務部企画・組織開発担当 豊福 美咲 氏 

《第２部》日本生命保険における女性活躍とダイバーシティ推進の歩み 

    講師：日本生命保険相互会社 人材開発部・輝き推進室  

室長・ダイバーシティ推進部長 宇田 優香 氏 

  

対象 企業の事業主・人事労務担当者・従業員、その他関心のある方 

  

定員 会場 50 名、オンライン 100 名 

  

参加費 無料 

  

申込方法 

 大阪府ホームページよりお申込みください。 

・大阪府ホームページ 

https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2022070075 

  

申込期限 令和４年９月 14 日（水曜日）まで 

  

その他 

 ＊本事業は、「OSAKA 女性活躍推進ドーン deキラリ２days」 

（令和４年９月 16日・17 日開催）のイベントの１つとして実施します。 



 ＊障がい等により配慮が必要な方は事前にお問い合わせください。 

  

お問合せ先  

 大阪府 商工労働部 雇用推進室 労働環境課 労働環境推進グループ 

 電話番号：06-6946-2605 

  

主催 大阪府 

  

  

【８】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

   「大阪府ハートフル企業顕彰（令和 4年度）表彰対象企業」 

    を募集します!（府） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府では、障がい者雇用の促進等に関して、特に優れた取組みを行っている 

事業主を表彰しています。 

 皆様のご応募をお待ちしています！ 

  

■応募要件(主なもの) 

  ・大阪府内に事務所または事業所を設置していること 

  ・大阪府内の事務所または事業所において、令和 3年 4月 1日以前から 

   障がい者の雇用促進等に取り組んでいること 

  

■募集期間 令和 4年 7月 11 日（月）から令和 4年 9月 12 日（月）17 時必着 

  

■表彰区分 （表彰数） 

  ・ハートフル企業大賞（1者） 

  ・ハートフル企業チャレンジ応援賞（2者以下） 

  ・ハートフル企業教育貢献賞（2者以下） 

  

■応募方法等 詳細は下記 URL からご確認ください。 

 URL：https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/heartfull-kensyo/r4.html 

  

■応募票の提出先及び問い合わせ先(事務局) 

  大阪府 商工労働部 雇用推進室 就業促進課 障がい者雇用促進グループ 



  TEL：06-6360-9077  

  E-mail：shugyosokushin-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp 

  

  

【９】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

     岸和田市内の事業所のデジタル化を支援します（第３次募集）（市） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

岸和田市内の事業者が実施する、ポストコロナ・ウィズコロナ時代を見据えた 

事業所等のデジタル化を支援します。  

【募集期間】  

  令和４年９月１日から１０月３１日（必着）まで  

  

【交付対象者】 以下の全てを満たす必要があります。  

・岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する事業者であること（ただし、 

大企業及び一部の特定非営利動法人を除く） 

・対象外業種でないこと  

・市税を滞納していないこと（ただし、新型コロナウイルス感染症の影響によ 

り 徴収猶予の許可を受けている場合を除く。） 

・岸和田市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定 

する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者でないこと 

  

 【交付額及び補助率】 

・交付額：１事業者１年度につき、50 万円（※予算上限に達し次第終了） 

 ※令和 4 年 5 月 2 日から 6 月 15 日までの第 1次募集又は令和 4 年 7月 1 日から 8

月 15 

日までの第 2次募集にて申請を行い、決定があった場合は、「50万円－（第 1次 

募集時の）交付決定額－（第 2次募集時の）交付決定額」が上限額となります。  

・補助率：補助対象経費合計額の３分の２（千円未満切捨て）  

  

【詳細】  

対象外業種や補助対象経費等の詳細については、以下のホームページをご確 

認ください。 

申請書一式は以下のホームページよりダウンロードできます。   

 https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/digital-hozyokinn.html  



  

【問い合わせ先】 

  岸和田市産業政策課（072-423-9485） 

  

  

【10】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

  「中小企業向け無料セミナー『新事業を実現するクラウドファンディング 

   実践セミナー ～アイデア発想と新商品を創造する思考スキルから商品 

   企画、テストマーケティング、販路開拓、顧客獲得につなぐ方法～』」 

   を開催します!（大阪商工会議所） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 購入型クラウドファンディング（ＣＦ）はテストマーケティング実施を通じた 

販路開拓や新商品創出の場として注目されています。セミナーでは、アイデア 

発想と新商品創造の思考法、ＣＦプロジェクトを成功に導く方法を説明し、企業 

が事例発表します。 

▼詳細・申込はこちらをご覧ください 

https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202207/D13220921017.html 

  

  

■日時  令和 4年 9月 21 日（水）14:00～16:00（基調講演、講義、事例発表） 

■会場  大阪商工会議所 会議室（大阪市中央区本町橋 2-8） 

     http://www.osaka.cci.or.jp/Shoukai/Map_Tel/shozaichi.html 

■内容   

第 1 部基調講演 

「新製品・サービス開発につながるアイデアとコンセプトの創り方」  

 講師：立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科 教授 湊宣 明 氏 

  

第 2 部講義 

「アイデアをカタチにし、活路を切り開くクラウドファンディング実践方法！」 

   講師：一般社団法人ビジネス共創協会 代表理事 山之内 敦 氏 

  

第 3 部事例発表 クラウドファンディング活用体験談 

「私たちが何度も購入型クラウドファンディングにチャレンジする理由！？」 

   発表企業：安泰ニット株式会社 E コマース事業部 課長代理 竹内 幸司 氏     



   コーディネーター：一般社団法人ビジネス共創協会 代表理事 山之内 敦 氏 

  

■定員  セミナー80名（先着順） 

■対象  大阪府内の中小企業者、小規模事業者 

     コンサルティング業、ビジネス支援団体の方は参加をご遠慮ください。 

■費用  無料 

■主催  大阪商工会議所 

■申込み 下記 URL からお申し込みください。 

     （開催日 1週間前に受講票をメールにて送付します） 

URL:https://reg26.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mat-pdpcm-

3d8b2dcca855299d4b7ba2ac23918962 

  

■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 

  

  

【11】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

   大阪府警察本部サイバーセキュリティ対策課からのお知らせ！（府警） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【「VMware」製品に脆弱性！】 

 サーバの仮想化等を行う「VMware」製品について深刻な脆弱性があることが 

発表されています。 

 この脆弱性を放置していると、認証なしに管理者権限で不正アクセスされてし 

まい、機密情報を盗み取られる、マルウエアに感染させられる等の被害を受ける 

おそれがあります。 

 被害を防止するために、該当する製品を使用している場合は今すぐ VMware 

製品のバージョン確認と修正パッチの適用を実施してください！ 

  

大阪府警察のホームページでも、注意喚起情報を掲載しています！ 

 「サイバーセキュリティ対策通信『VMｗａｒｅ製品に脆弱性！』」 

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/saiba/cyber_shiryou/ 

10276.html 

  

【長期休暇前後のセキュリティ対策は万全に！】 



長期休暇期間中においては、セキュリティの間隙をついたサイバー攻撃や、休み 

明けのメール確認時のウイルス感染等、サイバー犯罪被害発生の危険性が高まり 

ます。 

● 連休開始前の対処手順及び連絡体制の確立 

● 連休中を含め、OSやソフトウエアは常に最新の状態に 

● 連休後のメール確認時には不審な添付ファイル等がないか確実にチェック 

等の対策を徹底し、被害防止に努めてください！ 

  

詳しい対策について大阪府警察ホームページに掲載しています。 

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/saiba/cyber_cyuikanki/ 

index.html 

  

警察庁ホームページでも対策方法について掲載しています。 

「夏季の長期休暇において実施いただきたい対策について（注意喚起）」 

https://www.npa.go.jp/cybersecurity/pdf/20220808press.pdf  

  

  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  

編集・発行 岸和田市役所 魅力創造部 産業政策課 事業者支援担当 

       Tel：072-423-9485（事業者支援担当直通） 

       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 やお問い合わ 

    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下さい。 

  ※ 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。 

 


