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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。 

※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。 
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■--  各 情 報  --■----------------------------------------------------- 

  

【１】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

  

 「がんばる岸和田!!応援キャンペーン」が開催中です。(市) 

  

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、低迷の懸念がある市内の消費を喚起 

すること、また非接触の「新しい生活様式」の普及促進と消費者の生活応援を目 

的として、キャッシュレス決済によるポイント還元キャンペーンを実施していま 

す。 

  

■期間  令和 4 年 10 月１日（土）～11 月 30 日（水） 

■対象キャッシュレス決済  au PAY、d 払い 

■還元率  最大 30％ 

■還元額上限  １回の決済あたり：最大 2,000 円分 

        期間中：最大 8,000 円分（各キャッシュレス決済） 

        ※ au PAY、d 払いの両方をお使いいただくと最大 16,000 円分 

         のポイント還元となります。 

 

■その他  対象店舗や注意事項など詳しくは下記の特設サイトからご確認くだ 

      さい。各店舗に掲示していただいている、共通デザインのポスター 

      も対象店舗の目印となります。 

      https://kishiwada-kangen.jp/ 

      ※大阪府が実施しているゴールドステッカー飲食店応援事業にかか 

       る決済につきましては『キャンペーン還元対象外』となりますの 

       で注意ください。 

 

■問合せ  岸和田市キャッシュレスキャンペーンコールセンター 

      （事業者向け・利用者向け） 

      TEL：0120-487-648 

      開設時期：～令和５年 1 月 31 日まで(土日祝日も開設) 

      開設時間：10 時～20 時 

 



【２】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

  

 事業者の新しいチャレンジの場「Kishi-Biz チャレンジショップ」を開催！ 

                              （Kishi-Biz） 

  

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 第一弾は岸和田の老舗、創業 115 年・お米の柿本と創業 97 年・昆布の鳥居によ 

る期間限定ショップです。５つ星お米マイスター厳選のお米と良質の国産昆布・ 

乾燥野菜を使った「特製豚汁セット」や柿本オリジナルブレンド米などを販売。 

お米のつかみどりゲームや豚汁セットご購入の方に抽選会のお楽しみもあります 

 さらに、ダンボールで出来た大きなブロック「段ブロック」で組み上げていく 

「だんじり」を見て楽しんで、お子さまは「つくる・あそぶ・こわす」を楽しめ 

るイベントも実施します。 

 詳しくは岸和田市公式ウェブサイトをご確認ください。 

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/kishi-bizchallengeshop.html 

 

【日時】2022 年 11 月 5 日（土）・6 日（日）11 時～16 時 

【場所】岸和田カンカンベイサイドモール WEST 棟 2 階 

【段ブロックで遊ぼう】 

 プレイスペース：①11 時～、②13 時～、 

         ③14 時～、④15 時～（各回 45 分間・定員 15 名） 

 オブジェ制作実演：(11 時頃～)だんじり!?お城!?何ができるか当日のお楽しみ 

  

【問合せ】 

 岸和田ビジネスサポートセンター（Kishi-Biz）（電話 072-447-5855） 

 岸和田市魅力創造部 産業政策課 産業振興担当 （電話 072-423-9618） 

 

【３】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

  

 育児・介護休業法の改正により、男性の育児休業が取得しやすくなります 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 育児・介護休業法が改正され、今年 10 月から「産後パパ育休」制度がスタート 

しました。 

 

●子どもが産まれた直後の時期に柔軟に育児休業が取得できるよう、「産後パパ 

 育休」が創設されました。 



●子の出生後８週間以内に４週間まで、２回に分割して取得できるようになりま 

 した。 

●産後パパ育休中に一部就業することもできます。(労使協定と個別合意が必要) 

●１歳までの育児休業も、２回に分割して取得できるようになりました。 

 

【事業主の皆さんへ】 

 今年４月からは、子が生まれる従業員に対する個別の育休取得の意向確認や制 

度説明、雇用環境整備が義務づけられています。 

 また、来年４月には、従業員 1000 人超の企業は、男性の育休取得率の公表が 

義務づけられます。 

 男性の育児休業取得率は 13.97%（2021 年度）にとどまっていますが、厚生労 

働省の調査では育休を利用しない男性の約３割が「職場の理解のなさ」、約２割 

が「業務の多忙さ」を理由に挙げています。 

 「育休を取らないの？」と上司がたずねることで育休取得率が上昇した例があ 

るそうです。働き方改革の実践と同様に、男性の育休取得も事業主の関わり方が 

ポイントになりそうです。 

 

詳しくはこちらをご覧ください。 

【育 MEN プロジェクト】 

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/ 

 

【４】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

  

 大阪府「中小事業者ＬＥＤ照明導入促進補助金」公募開始！（府） 

  

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 本府では、脱炭素化と電気料金の削減による経営力強化を図ることを目的とし 

て、照明設備をＬＥＤへ更新する中小事業者に対して補助を行うこととし、この 

補助金の公募を次のとおり開始しましたので、ご案内します。 

 

★停止条件付の公募です。 

 本事業は「令和４年９月定例府議会大阪府一般会計予算」が可決され、本事業 

に係る予算が成立した場合にのみ事業化されます。予算が成立しない場合は、申 

請を公募したに留まり、いかなる効力も発生しません。 

 

■公募期間  令和４年 10 月５日（水）～12 月 28 日（水）≪先着順≫ 

■補助対象者 府内の工場・事業場で照明をＬＥＤへ更新する中小事業者 



       （医療・社会福祉・学校法人、個人事業主等含む） 

■補助額   補助率：1/2 以内 

       上限額：1，500 万円、下限額：20 万円 

※詳細は下記ＵＲＬ参照 

https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/sec/r04hojokin-led.html 

 

◇お問合せ先 

大阪府環境農林水産部脱炭素・エネルギー政策課内 

おおさかスマートエネルギーセンター（大阪府・大阪市） 

TEL：06-6210-9254 E-mail：eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp 

 

【５】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

  

 国補助金（省エネ・再エネ設備更新等）への上乗せ補助の公募開始！（府） 

  

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 大阪府では、中小事業者を対象に、脱炭素化の入口となる省ＣＯ２診断や、省 

エネ・再エネ設備更新等の効果的な取組みに対して、国補助金に上乗せ補助しま 

す。 

 このたび、国補助金（省エネ・再エネ設備更新等）への上乗せ補助の公募を開 

始しましたので、ご案内いたします。 

 国補助金の交付決定を受けた方は、本府補助金にお申込みください。 

 

１．大阪府が上乗せする国補助金（詳細は 3．ホームページ参照） 

○先進的省エネルギー投資促進支援補助金（経産省、大半が公募終了※） 

※産業ヒートポンプは２次公募中（12 月 16 日締め切り） 

○省エネルギー投資促進支援補助金（経産省、公募終了） 

○ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業（環 

 境省、公募終了）  

○グリーンリカバリー事業（環境省、公募終了） 

○ＳＨＩＦＴ事業（環境省、公募終了） 

 

２．府「中小事業者の脱炭素化促進補助金」（省エネ・再エネ設備更新等） 

・公 募：令和４年９月２日（金）～11 月 30 日（水） 

・補助額：国の補助額の半額（上限 500 万円など） 

※省 CO2 診断の公募は終了しました。 

 



３．ホームページ 

https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/sec/r04hojokin.html 

 

◇お問合せ先 

大阪府環境農林水産部脱炭素・エネルギー政策課内 

おおさかスマートエネルギーセンター 

TEL：06-6210-9254 E-mail：eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp 

  

【６】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

  

 SNS 活用コンサルタントによる個別相談会（随時受付）（岸和田商工会議所） 

  

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 SNS を活用したプロモーション戦略が費用をかけない新たな販路開拓・売上拡 

大の手法として大きく広まっている昨今において、まだまだ効果を見出せずに 

SNS の活用に取組めていない事業者が数多くいます。 

本事業では「SNS 販路開拓に効果を実感できていない」「効果的に使っていきた 

いけど何が問題なのか分からない」などなど、SNS のツールを問わずすべてのお 

悩みをプロフェッショナルが解決いたします！ 

 

期間限定の開催となりますので、是非この機会に本事業をご活用ください‼ 

 

【相談期間】令和 4 年 11 月 1 日（火）～令和 5 年 1 月 31 日（火） 

【対  象 者】規模を問わずすべての事業者 

【相談費用】無 料 

【相談方法】オンライン相談 

【相談回数】1 回につき約 2 時間（最大 5 回まで） 

【コンサルタント】田中 千晶 氏（㈱BESW 代表取締役） 

【お問い合わせ】岸和田商工会議所 TEL：072-439-5023（担当：高野） 

 

【７】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

  

 事業再構築補助金採択企業向けセミナー（岸和田商工会議所） 

  

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 2020 年から開始された事業再構築補助金は第 6 回公募までに 5 万件を超える採 

択が公表されていますが、採択を受けた後も企業が対応すべき事項は想像以上に 



多く、注意が必要となります。 

 

そこで今回は採択後のサポートにフォーカスし、事業再構築補助金事業化報告に 

ついての注意点や新規事業の実施にあたっての専門人材の活用事例についてご紹 

介いたしますので、皆さまの情報収集の場として是非ご活用ください。 

 

【開催日時】令和 4 年１１月２２日（火）14:00～15:30 

 第 1 部 14：00～15：00 

 （テーマ）採択事業実施後 5 年間求められる状況報告の注意点 

 （講師）ウィズアップ税理士法人コンサルティング岸本拓也氏 

  

 第 2 部 15：00～15：30 

 （テーマ）新事業を成功に導くプロ人材の活用について 

 （講師）株式会社サーキュレーション関西支社支社⾧古田聖樹氏 

 

【定員】８０名 

【参加費】無料 

【開催方式】ビデオ会議ツール「Zoom」による開催 

 ・お申込みいただいたメールアドレス宛に参加用 URL 等を送付いたします 

 ・開催時間になりましたら、アクセスのうえご参加ください 

 ・インターネット環境は各自でご準備ください 

 

【申込方法】池田泉州銀行ホームページからお申込み 

 池田泉州銀行 HP＞法人・個人事業主のお客さま＞セミナー・その他 

 （https://www.sihd-bk.jp/corporation/seminar/） 

【申込期限】2022 年 11 月 21 日(月)17:00 

 

【お問合せ】池田泉州銀行ソリューション営業部担当：芳川、殿垣 

 TEL：06-6375-3637（受付平日 9:00～17:00） 

 

【主催】池田泉州銀行 

【協力】ウィズアップ税理士法人、株式会社サーキュレーション 

 

【８】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

  

 DX 時代の働き方セミナー（岸和田商工会議所） 

 



−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 少子高齢化社会から、本格的な人口減少社会への転換期を迎えている今、私た 

ちの働き方も大きな変化を迫られています。 

 今回のセミナーではデジタル化（ＤＸ）で働き方がどう変わり、どう業務効率 

化できるかをお伝えします。 

 

【開催日時】令和 4 年１１月２４日（木）14:00～15:00 

【開催場所】岸和田商工会議所 2 階 集会室 

【受講方法】会場受講もしくはオンライン受講 ※選択可 

【参加費用】無料 

【講師】ソフトバンク株式会社 法人プロダクト＆事業戦略本部 

【内容】 

 １）デジタル化で、働き方がどう変わるかをお伝えします 

 ２）効率化につながるツールの活用をデモでお見せします 

 ３）自社のデジタル度合いが診断できます 

【申込方法】下記の URL からお申込みください。 

 https://forms.gle/xvBxz9thwNdUWfcm8 

【お問合せ】岸和田商工会議所（担当：松原）TEL：072-439-5023 

 

【９】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

  

 BCP 策定のための実務セミナー 

 ～大規模自然災害や新型コロナウイルス等の感染症への備え～  

                          （岸和田商工会議所） 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 大型台風や大地震をはじめとした大規模自然災害の多発、現在猛威を振るう新 

型コロナウイルス等の感染症の拡大は、企業にとって大きなリスクであり、事業 

を継続するための「ＢＣＰ」の策定の重要性は更に高まっています。 

 しかしいざＢＣＰ策定を考えると「何から手を付ければよいのかわからない」 

との声を多くいただきます。そこで、ＢＣＰに関する基本的な考え方を学び、実 

際にＢＣＰを一緒に策定する、「ワークショップ形式のセミナー」を令和４年度 

大阪府小規模事業経営支援事業地域活性化事業、BCP 策定支援事業として開催い 

たします。セミナー講師には、ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社から専門 

家をお招きし講演いただく予定です。 

 本セミナーを契機に、未曽有の大規模自然災害、未知の感染症拡大への備えと 

して自社のＢＣＰを策定して、実際にさまざまなリスクへの対策を講じることで、 



将来に亘り持続可能な企業経営を目指しましょう！ 

 

【開催日時】令和 4 年１１月２９日（火）13:00～15:00 

【開催場所】岸和田商工会議所 ２階 研修室（岸和田市別所町３−１３−２６） 

【講師】ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 

【受講料】無料 

【内容】○ＢＣＰとは？その必要性と防災との違い 

 ○なぜ、事業継続の取り組みが必要なのか 

 ○担当者が知っておくべきＢＣＰ関連の情報源 

 ○ＢＣＰ策定の実務（概要） 

 ○質疑応答 

 〇大阪府による施策の紹介【申込方法】池田泉州銀行ホームページからお申込み 

 

【申込方法】下記 URL からお申込みください。 

 https://www.kishiwada-cci.or.jp/events/seminar/event-9951/ 

 

【お問合せ】岸和田商工会議所（担当：市田）TEL：072-439-5023 

 

【10】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

  

 Ｍ＆Ａの基礎知識セミナー（岸和田商工会議所） 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 近年、少子高齢化によって経営者の高齢化が進む一方で、親族内後継者の不在 

などを理由に廃業を選択する企業が増えており、日本国内では 127 万社の中小企 

業が後継者不足により廃業するともいわれています。 

 今回のセミナーでは第三者承継「Ｍ＆Ａ」に着目し、中小企業におけるＭ＆Ａ 

の基礎知識やメリット、注意点などについて解説を行います。 

 

【開催日時】令和 4 年１２月９日（金）14:00～16:00 

【開催場所】岸和田商工会議所 2 階 集会室 

【受講方法】会場受講もしくはオンライン受講 ※選択可 

【参加費用】無料 

【講師】大阪府事業承継・引継ぎ支援センター 

【内容】 

 １）大阪府事業承継・引継ぎ支援センターの取組みと事例 

 ２）中小企業におけるＭ＆Ａの現状 



 ３）Ｍ＆Ａにおける基礎知識と押さえるべきポイント 

【申込方法】下記の URL からお申込みください。 

 https://forms.gle/cijj6iAUj56qjmyZ7 

【お問合せ】岸和田商工会議所（担当：松原）TEL：072-439-5023 

 

【11】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

  

 デジタルの活用がもたらす 実践的 経営力向上セミナー 

 ～低コストで作業の無駄や手間を削減し、生産性をアップさせましょう‼～ 

                          （岸和田商工会議所） 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 かつてないほどのスピードで移り替わっていく社会情勢に対し、職種や企業の 

規模を問わず事業を遂行していくためには急速な変化が求められています。何も 

しないままでは、現状維持はおろか業績が悪化してしまう危険があります。 

 本セミナーは、「デジタル化」という単語が「自社においてどんな効果をもた 

らすのか」を想像していただくために、具体的な活用方法から、今すぐできる自 

社の未来を見据えた経営の考え方・体制づくりをお伝えし、経営力の向上を支援 

します。 

 

【開催日時】令和 4 年１２月１２日（月）14:00～15:30 

【受講会場】岸和田商工会議所（オンライン受講も可） 

【参加費用】無料 

【講  師】黒﨑 崇範 氏（Starting point 代表） 

【内容】 

 １） 自社の未来を考える 

  周囲の環境予測から、来年の自社の経営状況を明確にしましょう 

  

 ２） デジタルツールの活用効果を知る 

  実際の活用事例から、具体的な効果をご紹介します 

  

 ３） IT 化・デジタル化を推進する為に 

  大きな壁となる促進方法について、円滑な推進方法やコツをお伝えします 

 

【申込方法】下記 URL からお申込みください。 

 https://forms.gle/8sXmTUf24cp2Hoee7 

【お問合せ】岸和田商工会議所（担当：高野）TEL：072-439-5023 



 

【12】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

  

 脱炭素経営セミナー（岸和田商工会議所） 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 脱炭素に向けた取組みが国内外で急速に広がる中、岸和田市では、2021 年 7 月 

に市民と事業者とともに連携し、2050 年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目 

指す「ゼロカーボンシティ宣言」を表明しており、市域企業にも具体的な取組み 

が求められています。 

 今回のセミナーでは、加速する脱炭素社会に必要な取組みとして、脱炭素に向 

けた CO2 排出量の算定をはじめとした関連施策を紹介します。 

 

【開催日時】令和 4 年１２月２０日（火）14:00～16:00 

【開催場所】岸和田商工会議所 2 階 集会室 

【受講方法】会場受講もしくはオンライン受講 ※選択可 

【参加費用】無料 

【講師】近畿経済産業局／大阪府 

    ／（一社）OSAKA ゼロカーボンファウンデーション 

【内容】 

 １）脱炭素に向けた経済産業省の政策動向 

 ２）大阪府の脱炭素に向けた取組み 

 ３）CO2 排出量の見える化の重要性について 

【申込方法】下記の URL からお申込みください。 

 https://forms.gle/ewUAfNdKzajk8fKk7 

【お問合せ】岸和田商工会議所（担当：松原）TEL：072-439-5023 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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