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

        ≪第 82号≫ 2023年 2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】 補助金：「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」（国） 

    申請期限：14次締切 令和５年４月 19 日（水）17時（国） 

 

【２】 助成金：雇用調整助成金（緊急雇用安定助成金）（国） 

    助成対象：令和５年３月 31日まで（国） 

 

【３】 【2/16 開催】バイオプラスチックのビジネス化セミナーを開催します（府） 

 

【４】 【1/16 から 2/28 まで】 

        大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」のリボーンチャレンジ 

       「バイオプラスチックで REBORN」参加企業の募集（府） 

  

【５】 【入会ご案内】大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク 

        （OBPN）を設立！（府） 

 

【６】 障がい者雇用に関するセミナー（岸和田商工会議所） 

 

【７】 Ｇｏｏｇｌｅビジネスプロフィール＆ＳＮＳ活用セミナー 

（岸和田商工会議所） 

 

【８】 人材確保＆利益率向上セミナー（岸和田商工会議所） 

 



【９】「大阪ものづくり優良企業賞 2023」応募準備説明会（岸和田商工会議所） 

 

【10】 Google を活用した集客と業務効率化セミナー（岸和田商工会議所） 

                           

  

  

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

 

 

【１】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    

   補助金：「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」 

   申請期限：14次締切 令和５年４月 19日（水）17時（国） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業 

者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の 

適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業 

者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うた 

めの設備投資等を支援するものです。 

 

申請方法ほか詳細情報は、リンク先のページをご確認下さい。 

https://ccjb.f.msgs.jp/us/c2/08hXr?t1=2cou&t2=3tKXmyc52x8&t3=8B016 

 

 

【２】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    

   助成金：雇用調整助成金（緊急雇用安定助成金） 

   助成対象：令和５年３月 31日まで（国） 

     

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事 

業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用保険被保険者とはならない労働 

者に係る休業を対象にした緊急雇用安定助成金を実施してきましたが、本助成金 

は令和 5年 3月 31日までの休業をもって受付を終了します。 

https://ccjb.f.msgs.jp/us/c2/08hXr?t1=2cou&t2=3tKXmyc52x8&t3=8B016


 

申請期限：令和 5年 5月 31日まで※（必着） 

※ 末日締め以外の事業所の場合で、令和 5年 3月 31日を末日とする 1か月未満の 

判定基礎期間と、その直前の判定基礎期間を通算して申請する場合に限り、通算 

した判定基礎期間の初日の 2か月後の日から 2か月以内が申請期間となり、令和 5 

年 6月中に申請期限が来る場合があります。 

 

申請方法ほか詳細情報は、リンク先のページをご確認下さい。 

https://ccjb.f.msgs.jp/us/c2/08hXm?t1=2cou&t2=3tKXmyc52x8&t3=8B01y 

 

 

【３】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    

   【2/16 開催】バイオプラスチックのビジネス化セミナーを開催します（府） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 バイオプラスチックについて、有識者や民間調査会社、プラスチック製品の原 

材料、製造・加工、販売を担う各企業から現状と課題の紹介、業界団体の取組み 

や府の施策を紹介するセミナーを開催します。 

   また業界団体の協力を得て、万博の機会活用に意欲のある、プラスチック製品 

製造・加工を営む中小企業 10 社と在阪クリエイターとの交流・連携を図る意見交 

換会を開催しますので、併せてお知らせします。 

   なお意見交換会は、参加企業とクリエイターとの交流・連携を図る会合のため 

一般の方は参加できません。 

 

【日時】令和５年２月 16日（木曜日）午後１時から午後３時まで 

    （受付開始 午後０時 30分） 

【場所】TKP ガーデンシティーPREMIUM心斎橋 ３階 バンケット 

    （大阪市中央区南船場４－３－２ ヒューリック心斎橋ビル） 

【定員】120 名（先着順） 

【参加費】無料 

【内容】 

■バイオプラスチックの開発動向について 

  大阪大学 大学院工学研究科 教授 宇山 浩 氏 

■大阪府におけるバイオプラスチックビジネスの活性化に向けて 

  株式会社矢野経済研究所 事業創造コンサルティンググループ  

https://ccjb.f.msgs.jp/us/c2/08hXm?t1=2cou&t2=3tKXmyc52x8&t3=8B01y


  上席マネージャー／主任研究員  大岡 一郎 氏 

■バイオプラスチックビジネスの現状と課題について 

  原材料メーカー・商社、プラスチック製品製造・加工企業、最終製品の製造 

・販売企業から紹介 

■バイオプラスチックのビジネス化に向けた業界団体の取組み 

  大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」リボーンチャレンジ参加企 

業の募集、大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク（OBPN）のご紹 

介 

  一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 専務理事 平田 園子 氏 

■大阪府からの情報提供 

  大阪府商工労働部成長産業振興室産業創造課 

【主催】大阪府（事務局：株式会社矢野経済研究所） 

【協力】MEBIC（クリエイティブネットワークセンター大阪） 

 

お申込みなど詳しくは以下の URL をご参照ください。 

https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=46615 

 

 

【４】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    

   【1/16 から 2/28 まで】 

          大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」のリボーンチャレンジ 

         「バイオプラスチックで REBORN」参加企業の募集（府） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 この度、大阪ヘルスケアパビリオン内に設けられる「展示・出展ゾーン」の具 

体化を図るため、万博への参加をめざすベンチャー企業、中小企業、スタートア 

ップ等（以下「中小企業・スタートアップ」という。）の支援事業企画（以下 

「リボーンチャレンジ」という。）として、一般社団法人西日本プラスチック製 

品工業協会（以下「当協会」という。）では【バイオプラスチックで REBORN】 

を実施し、中小企業・スタートアップの万博参加に向け取り組みます。 

 

【主催】一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 

【協力】2025 年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会、中小・スタートアッ 

プ出展企画推進委員会 

【参加企業募集の主なスケジュール】 

https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=46615


令和 5 年 1月 16日（月）募集開始 

令和 5 年 1月 24日（火）募集説明会（オンライン、14時から 15時まで） 

令和 5 年 3月 20日頃 参加企業の選定・結果通知（予定） 

【募集対象者】 

中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業・スタートアップであることな 

ど、募集要項に定める募集対象者の要件を全て満たす企業・団体 

【募集方法】 

応募書類の受付期間（令和 5 年 2 月 13 日(月)から 2 月 28 日(火)17 時まで）内に、

応募書類を提出 

 

募集内容など詳しくは以下の URL をご参照ください。 

https://www.nishipla.or.jp/index.php?action=topics_detail&id=604&page=0 

 

 

【５】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

   【入会ご案内】大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク 

         （OBPN）を設立！（府） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 （一社）西日本プラスチック製品工業協会では、脱炭素や海洋プラスチックご 

み問題の解決に寄与するバイオプラスチックに関心を有する企業や大学等研究機 

関、行政等支援機関で構成される、大阪バイオプラスチックビジネス推進ネット 

ワークを設立しました。 

 相互の情報交換や交流を図ることを通じて、バイオプラスチックビジネスの推進 

につなげることを目的としています。 

 

■構成員 

 「企業」「大学等研究機関」「行政等支援機関」を対象とします。 

【企業】 

・大阪府内をはじめとするプラスチック製品製造企業 

・原材料メーカーや商社 

・小売や化粧品・飲食料品などのプラスチック利活用企業 

・機械設備やサービスなどのプラスチック関連企業など 

【大学等研究機関】 

・大学、国立研究開発法人、地方独立行政法人、公設試験研究機関など 

https://www.nishipla.or.jp/index.php?action=topics_detail&id=604&page=0


【行政等支援機関】 

・国、地方公共団体、産業支援機関など 

■会費 

 当面無料です。 

 

入会手続など詳しくは以下の URL をご参照ください。 

https://www.nishipla.or.jp/index.php?action=topics_detail&id=606&page=0 

 

 

【６】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

    障がい者雇用に関するセミナー（岸和田商工会議所） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 みんな苦手なことはあるし、好きなこともあるし、その時の気分もあるし、そ 

れってめちゃくちゃ当たり前のことじゃないですか。 

“Social Good”で“Creative”な組織へ 

【開催日時】令和 5年 2月 9日（木）14:00～16:00 

【受講会場】泉佐野商工会議所 ※オンライン受講可能 

【受講費用】無料 

【内容】 

1）障がい者雇用の基本・制度紹介 

2）障害者就業・生活支援センターの支援について 

3）事例紹介 

【申込方法】下記 URLからお申込みください。 

https://docs.google.com/forms/d/1lpp6252cB1p57YF6b8tkpt5YiiM9zQZ_drRmTRny

76Y/viewform?edit_requested=true 

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

 

 

【７】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

   Ｇｏｏｇｌｅビジネスプロフィール＆ＳＮＳ活用セミナー 

   （岸和田商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

https://www.nishipla.or.jp/index.php?action=topics_detail&id=606&page=0
https://docs.google.com/forms/d/1lpp6252cB1p57YF6b8tkpt5YiiM9zQZ_drRmTRny76Y
https://docs.google.com/forms/d/1lpp6252cB1p57YF6b8tkpt5YiiM9zQZ_drRmTRny76Y


 Ｇｏｏｇｌｅビジネスプロフィールの基礎知識から登録方法、効率的な運用の 

コツまでを解説します。 

【開催日時】令和 5年 3月 6日（月）14:00～16:00 

【受講会場】泉佐野商工会議所 

【受講費用】無料 

【内容】 

1）Ｇｏｏｇｌｅビジネスプロフィールとは？ 

2）ビジネスプロフィールの使い方 

3）ビジネスプロフィールの写真投稿のコツ など 

【申込方法】岸和田商工会議所まで FAXにてお申し込みください。 

 FAX：072-436-3030 

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

 

 

【８】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

   人材確保＆利益率向上セミナー 

  ～コストをかけずにテレワークで経営課題を解決！～（岸和田商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

・現場仕事がメインやから在宅勤務は関係ないわ… 

・テレワークは大企業の取り組みなんやろ？ 

いろんなご意見があると思いますが、テレワークは家で働くことを意味するので 

はありません！ 

 

残業時間の削減や人材不足からの脱却など、様々な経営課題に対し効果的な解決 

策をご提案します。 

 

テレワークへの取り組みで、企業全体の利益率アップを目指しましょう！ 

【開催日時】令和５年３月９日（木）14:00～15:30 

【受講方法】オンライン受講（Zoomミーティング） 

【受講費用】無料 

【講師】田澤 由利 氏（㈱テレワークマネジメント 代表取締役） 

【内容】 

1）テレワークで課題が解決する理由 

2）テレワークへの不安を解消 



3）今すぐできるテレワークの第一歩 

【申込方法】下記 URLからお申込みください。 

https://forms.gle/sLiNHXCUovtPiqQD7 

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

 

 

【９】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

   「大阪ものづくり優良企業賞 2023」応募準備説明会（岸和田商工会議所） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 「大阪ものづくり優良企業賞」は、大阪の産業活性化と地域社会に貢献する優 

秀なものづくり中小企業を表彰し、「匠」ロゴマークや「知」ロゴマークの使用 

と共に、販路開拓支援を行う大阪府等の制度です。 

このたび、2023 年度の募集開始にあたって、応募準備に向けた説明会を行います。 

 受賞企業は、大阪府が「大阪のものづくり看板企業『匠企業』」と位置づけ、 

国内外に PR する事業を実施します。 

また、一部金融機関の金利優遇措置も受けられます。大阪府の販路開拓支援制度 

を大いにご活用ください。 

【開催日時】令和５年３月 22 日（水）14:00～16:00 

【説明会場】岸和田商工会議所 ※オンライン受講可能 

【参加費用】無料 

【内容】 

1）大阪ものづくり優良企業賞について 

2）申請書類の記載方法について 

3）質疑応答 

4）個別相談会（希望者のみ） 

【申込方法】下記 URLからお申込みください。 

https://forms.gle/83ZnhcYbxusbohYq7 

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

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/sLiNHXCUovtPiqQD7
https://forms.gle/83ZnhcYbxusbohYq7


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

  

   Google を活用した集客と業務効率化セミナー（岸和田商工会議所） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 Web上で最も多く使われている世界で人気 No.1（シェア率 92％）の検索エン 

ジンである Googleは、便利なツールとして国内でも多くの方に利用されています。 

しかし、掲載する側としての活用状況はいかがでしょうか。無料で使えるツール 

なのに、うまく情報発信できていないのではないでしょうか。 

 本セミナーでは、Google の活用が集客・採用・業務効率化を図る上でどれほど 

有効かをご理解いただき、すぐに実践できるＤＸの手法をお伝えします！ 

【開催日時】令和 5年 3月 23 日（木）14:30～16:00 

【受講会場】岸和田商工会議所 ※オンライン受講可能 

【受講費用】無料 

【講師】斎藤 誠 氏（泉州広告株式会社 正規代理店 ローカルエリアマーケティン 

グ事業責任者） 

【内容】 

1）なぜ Google mapを活用したほうが良いの？ 

2）お店選びで消費者が見ている点は？ 

3）良い口コミと悪い口コミに対する大切な取り組みについて 

4）Google workspaceの活用で社内の業務効率化を実現！ 

【申込方法】下記 URLからお申込みください。 

https://forms.gle/PqFa8YqNj9ydGoTRA 

【お問合せ】岸和田商工会議所（担当：高野）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/PqFa8YqNj9ydGoTRA
http://ai3-garoon/scripts/cbgrn/grn.exe/mail/send?to=sangyo%40city.kishiwada.osaka.jp

