
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

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

        ≪第 79号≫ 2022年 12月１日 配信 
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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。 

  

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

【１】岸和田市内の事業所のデジタル化を支援します（第４次募集）（市） 

  

【２】12月 10日（土）セミナー二本立て！ Kishi-Bizにて開催  

   １．個人事業主・フリーランスのためのインボイスセミナー＆個別相談会     

   ２．2022年日経 MJヒット商品番付から読む消費のトレンド・未来 

                                （Kishi-Biz） 

  

【３】広告掲載のお願い （岸和田市立産業高校） 

  

【４】令和４年度第二次補正予算案 

   省エネ・カーボンニュートラル関連補助金情報（大阪府・大阪市） 

  

【５】ご存じですか？「くるみん」認定・「えるぼし」認定 （国） 

  

【６】SNS活用コンサルタントによる個別相談会（岸和田商工会議所） 

  

【７】Ｍ＆Ａの基礎知識セミナー（岸和田商工会議所） 

  

【８】デジタルの活用がもたらす 実践的 経営力向上セミナー 

  （岸和田商工会議所） 

  

【９】脱炭素経営セミナー（岸和田商工会議所） 

                           



  

  

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

【１】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

   岸和田市内の事業所のデジタル化を支援します（第４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 12月 5日から 12月 23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、令和 4年 7月 1日から 8月

15日 

までの第 2次募集又は令和 4年 9月 1日から 10月 31日までの第 3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－（第 3 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  

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） 

  

【２】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

   12月 10日（土）セミナー二本立て！ Kishi-Bizにて開催  

  

１．個人事業主・フリーランスのためのインボイスセミナー＆個別相談会     

２．2022年日経 MJヒット商品番付から読む消費のトレンド・未来 

  （パブリックビューイング形式）               （Kishi-Biz） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

どなたでもお申込み可能です。 

この貴重な機会にみなさまぜひご参加ください。要申し込み、参加費無料です。 

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１．       個人事業主・フリーランスのための 

       インボイス制度セミナー&個別相談会開催 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

 来年 10月１日から始まる消費税の「インボイス制度」。手取りや仕事が減った 

りする可能性があることはご存知ですか？ 

 全ての事業者が一度は自分への影響を検討し、適切な対応をする必要がありま 

す。 

 そのため、キシビズでは泉州エリアの個人事業主やフリーランスの皆さまのた 

めに、セミナー&個別相談会を開催します。 

  

【日時】セミナー：2022 年 12月 10日（土曜日）10時～11時 

    個別相談会（1枠 30分）：12月 10日（土曜日）11時～13時または 

                   12月 15日（木曜日）13時～17時 

 ※セミナーのみ、個別相談会のみのご参加も OK。個別相談会は別日での対応 

  も可能です。 

  

【場所】岸和田ビジネスサポートセンターKishi-Bizでのリアル開催 

【講師】税理士・公認会計士 岩橋 宏幸（Kishi－Bizセンター長） 

【定員】先着 15名 



【参加費】無料 

【お申込み方法】事前予約制（１，２のいずれか） 

 １．グーグルフォーム⇒ https://qsm.jp/rBJaa0L1 

 ２．電話（Kishi-Biz）072-447-5855 

 ※締め切り：12月 8日（木）まで 

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

２．「2022年日経 MJヒット商品番付から読む消費のトレンド・未来」 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

 今ヒットしている商品ってどんなもの？どんな商品が世の中で支持されている 

の？ 

  

 経営者・新商品開発を考え中・創業希望のみなさん。ヒット商品の傾向を知り 

消費者に支持される商品開発の要素を探りませんか。 

 講師に日本経済新聞社・編集委員の田中 陽氏をお招きして、2022年日経 MJヒ 

ット商品番付を解説、ヒット商品の傾向を振り返り、共通するポイントや世の中 

の動きをわかりやすくお伝えします。 

  

【日時】2022年 12月 10日（土曜日）14時～15時 30分 

【場所】岸和田ビジネスサポートセンターKishi-Biz  

    パブリックビューイング形式（プロジェクター視聴） 

【講師】日本経済新聞社 編集局編集委員 田中 陽 氏 

【定員】先着 15名 

【参加費】無料 

【お申込み方法】事前予約制（１，２のいずれか） 

 １．グーグルフォーム⇒ https://qsm.jp/JBQddXX1 

 ２．電話（Kishi-Biz）072-447-5855 

 ※締め切り：12月 8日（木）まで 

  

＜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） 

  

  

【３】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    

https://qsm.jp/rBJaa0L1
https://qsm.jp/JBQddXX1


   広告掲載のお願い （岸和田市立産業高校）  

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 私たち岸和田市立産業高等学校吹奏楽部は、来年１月の第１７回ウィンターコ 

ンサートに向けて、日々練習に励んでおります。今年度も、新型コロナウイルス 

感染症により、演奏の機会が減り、寂しく感じています。 

 しかし、現在は、ご来場いただける方々の思い出に残るコンサートにしようと 

部員一同、知恵を絞っていろいろなアイデアを出し合っております。 

 ところで、私たちの部活動は学校からの部活動予算と部員から徴収している部 

費によって支えられております。しかし、現在の私たちの財政状況では、今回の 

会場である浪切ホールの施設使用費、楽器運搬費などの必要経費を捻出すること 

が厳しくなっております。そこで、今回のコンサートのプログラムに皆様の店舗 

の広告を掲載させていただき、その代わりに皆様から広告費を賜ることができれ 

ば、ずいぶんとコンサートの運営が楽になります。 

 広告費は広告のサイズによって異なりますので、具体的な金額は部員より説明 

致します。コンサートに関することもお尋ねください。皆様のご快諾、ご援助を 

お願い致します。 

 最後にコンサートのご案内を掲載致します。ご時間、ご都合がよろしければ、 

是非足をお運びください。 

                           

  

第１７回 ウィンターコンサート 

  

【日時】   ２０２３年１月１４日（土）   

       開場 午後１時 

       開演 午後１時半 

  

【場所】   浪切ホール 小ホール 

       大阪府岸和田市港緑町 1-1 

       ℡ 072-439-4173 

           南海本線「岸和田」駅 徒歩１０分 

  

【入場料】    無料 

  

【演奏曲目】 Dragon Night、丘の上のレイラ、さくらのうた など 

  



   

※ご不明、ご不審な点がございましたら、産業高校 072-422-4861 西内 まで 

 

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

             令和４年度第二次補正予算案      

         省エネ・カーボンニュートラル関連補助金情報 

   https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/sec/government-subsidy.html  

     【おおさかスマートエネルギーセンター（大阪府・大阪市）】 

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

  大阪府では、このたび、国の令和４年度第二次補正予算案のうち、省エネ・ 

カーボンニュートラル関連補助金に関する補助金のＨＰを公開しましたので、お 

知らせします。 

 省エネやカーボンニュートラルに対応するための設備投資をお考えの事業者の 

皆さま！活用できる補助金について情報収集し、来年度の設備更新に向けた第一 

歩を踏み出しましょう！ 

  

◇令和４年度第２次補正 国の予算情報（創エネ・蓄エネ・省エネ） 

 について（１） 

 https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/sec/yosan-r4_2-hosei.html 

 ・省エネ設備改修に係る補助金 

 ・建築物の省エネ（ZEH、ZEB） 

 ・再生可能エネルギー・新エネルギーの導入支援 

  

◇令和４年度第２次補正 国の予算情報（創エネ・蓄エネ・省エネ） 

 について（２） 

 https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/sec/yosan-r4_2-hosei-2.html 

 ・自動車関連 

 ・再エネの面的利用等 

 ・技術開発に対する支援 

  

≪注目の補助金≫ 

 ■省エネルギー設備への促進するための補助金（経済産業省） 

https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2022/hosei/pdf/pr_hosei_221109.

pdf（５ページ目） 

  

 ■工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業（SHIFT事業） 

https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/sec/government-subsidy.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/sec/yosan-r4_2-hosei.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/sec/yosan-r4_2-hosei-2.html
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2022/hosei/pdf/pr_hosei_221109.pdf
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2022/hosei/pdf/pr_hosei_221109.pdf


https://www.env.go.jp/content/000085076.pdf 

  

 ■建築物の脱炭素化・レジリエンス強化のための高機能換気設備導入・ 

  ZEB化支援事業のうち、大規模感染リスクを提言するための高機能換気設 

  備等の導入支援事業 

https://www.env.go.jp/content/000085077.pdf（３ページ目） 

 ■民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、 

  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 

https://www.env.go.jp/content/000085073.pdf（２ページ目） 

  

◇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 

  

【５】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    

   ご存じですか？「くるみん」認定・「えるぼし」認定 （国）  

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【くるみん認定とは】  

 次世代育成支援対策推進法に基づき、子育てサポート企業として、厚生労働大 

臣が認定します。 

 「くるみん」認定企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が一定の条件 

を満たした場合、「プラチナくるみん」認定を受けることができます。 

 令和４年４月１日、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準の引き上 

げに伴い、新たに「トライくるみん」認定が創設されました。 

 制度の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。 

  

厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/

kurumin/index.html 

  

  

【えるぼし認定とは】 

 女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取組が優良な企業として、 

https://www.env.go.jp/content/000085076.pdf
https://www.env.go.jp/content/000085077.pdf
https://www.env.go.jp/content/000085073.pdf
http://ai3-garoon/scripts/cbgrn/grn.exe/mail/send?to=eneseisaku-01%40gbox.pref.osaka.lg.jp
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html


厚生労働大臣が認定します。 

 認定段階は３段階あり、基準を満たしている項目数に応じて取得できる段階が 

決まります。 

 「えるぼし」認定よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定もあります。 

 制度の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。 

  

厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html 

  

  

【事業所の皆さんへ】 

 認定マークを商品や広報物などに付すことができ、優秀な人材の確保や企業の 

イメージの向上等につながるなどのメリットがあります。 

 積極的に認定をめざしませんか。 

 

 

【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） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html


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

 

 

【７】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

   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 

 

【８】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

     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 

https://forms.gle/cijj6iAUj56qjmyZ7


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 

 

【９】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

   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。 

 

https://forms.gle/8sXmTUf24cp2Hoee7


【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 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

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。 

https://forms.gle/ewUAfNdKzajk8fKk7
http://ai3-garoon/scripts/cbgrn/grn.exe/mail/send?to=sangyo%40city.kishiwada.osaka.jp

