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

【１】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

      大阪府よろず支援拠点による岸和田市無料出張経営相談会を実施しています 

      （岸和田市施策） 

 

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

    岸和田市と大阪府よろず支援拠点は合同で、毎月原則第１、３水曜日、岸和田市役所にて、 

   企業の皆様のための無料経営相談会を実施しています。経営に関することでお悩み事が 

   ありましたら、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。 

    何度でも無料でご相談いただけます。 

 

    ※ 大阪府よろず支援拠点については、下記よりご覧ください。 

      http://www.yorozu-osaka.jp/ 

   日 時：［日程］２月１日（水）、２月 15日（水）、３月１日（水）、３月 15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：岸和田市役所 別館４階 

   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） 

 

    ※ 10月から相談業務を開始以来、製造業・和菓子屋・サービス業など多くの企業から、 

      販路開拓・事業継承・雇用・国の補助金の申請などの幅広い相談がありました。 

      相談後は、みなさん相談してよかったとご回答いただいており、 

      なかには次回相談の予約をされて帰られる方もいらっしゃいます。 

      どんな些細な事でも結構ですので、お気軽に無料出張経営相談会をご活用ください。 

 

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

 

        商圏分析レポートサービスをご活用ください（岸和田商工会議所施策） 

 

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

    岸和田商工会議所では、事業者支援のため、商圏分析レポートサービスを開始します。 

   「新商品や新サービスのターゲット層はどうしようか」「お店の近隣にはどんな人が住んで 

   いるのだろうか」「チラシを作ったけどどこに配ろうか」 

http://www.yorozu-osaka.jp/


    このような案件でお悩みの方は、商圏分析により、近隣住民の年齢層や世帯収入、消費動 

   向などが分かり、ターゲットを絞った、より戦略的な経営ができます。 

    ＰＲチラシの配布方法や店舗の出店先の検討等にご活用ください。 

 

   利用期間：平成 29年２月 28日まで 

   利用限度：月 50件 

   問  合：岸和田商工会議所 ＴＥＬ：０７２－４３９－５０２３ 

 

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

 

         第 90回わだい浪切サロン  稼げる中小企業のための「管理会計」 

 

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

    「日本企業の 99%以上が中小企業」というのはよく聞く話。その後に、「中小企業は 

   儲かっていない」って続くことが多いけど、必ずしもそんなことはないです。中小企業 

   だって、稼げていている企業は少なくありません（『2016年版中小企業白書』）。 

    稼げる中小企業になるためには何が重要なのでしょう？ひとつのカギが「会計」の活用で 

   す。会計といっても税理士や銀行など、企業「外部」のみなさんに見せる書類を作成するこ 

   とだけではありません。企業「内部」の経営に役立つ、「管理」会計というものがあります。 

    では、稼げる中小企業になるため，具体的にどのような管理会計が必要か？一緒に考えて 

   みませんか。 

 

   日  時：平成 29年 3月 15日（水）午後７時～８時 30分   

   場  所：岸和田市立浪切ホール １階 多目的ホール 

   話題提供：妹尾 剛好（和歌山大学 経済学部 准教授） 

   主  催：国立大学法人 和歌山大学 岸和田サテライト 

    

    ※ 参加無料・予約不要 

  

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

 

       大阪府よろず支援拠点 事例発表フォーラム（大阪府よろず支援拠点施策） 

 

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

    平成 26年６月のオープン以来「大阪府よろず支援拠点」では、様々な支援機関や行政、金 

   融機関の方々との連携、ご協力を得て、中小企業・小規模事業者の皆さまの様々な相談に対 

   応して参りました。 

    そこで、今年度の当拠点の１年間の活動事例をパネル展示とともに発表紹介し、各機関の 



   方々との連携の成果をご報告するために「事例発表フォーラム」をを開催いたします。 

    ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。 

    ※来場者には今年度の事例集を冊子にして配布します。 

 

   内 容：   展示の部 相談事例と取組内容のパネル展示 

       発表・交流の部 よろず支援拠点活動報告 

               事業者による事例発表 

               参加者によるグループディスカッション 

   日 時：平成 29年２月 13日(月) 13:30～17:00 

   会 場：マイドームおおさか 2階 展示ホール (大阪市中央区本町橋 2-5) 

       http://www.mydome.jp/mydomeosaka/ 

   参加対象者：中小企業・小規模事業者の方、行政、支援機関の方 

   参加料：無料 

   申 込：下記ＵＲＬよりお申し込みください。 

       https://www.mydome.jp/form/add/115 

   問 合：大阪府よろず支援拠点 ＴＥＬ：０６－６９４７－４３７５ 

 

 

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

 

         よろず塾ワークショップセミナー 

         女ゴコロにリーチする「お客様から選ばれる仕掛けのつくり方」 

         （大阪府よろず支援拠点施策） 

 

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

    女性客を取り込みたい！と考えている、物販・美容・サービス業の方を対象に、「お客様 

   に来店いただける仕掛け」について考えるワークショップを開催します。  

     １回目は、商品・サービスを買って欲しいお客様を明確に設定して、その方のハッピーを 

   読み解きます。  

    ２回目は、お客様に商品・サービスを買っていただける仕掛け（販売促進など）について 

   考えます。  

    ワークショップは、物販・美容・サービス業に詳しい女性講師陣が、やさしく・ていねい 

   に参加者の皆さんをリードします。どうぞ、お気軽にご参加ください。  

 

    第１回：平成 29年 2月 21日(火) 

        もう一度考えよう！ あなたの商品・サービスを本当に届けたいお客様はだれ？ 

        （ターゲット＆ベネフィット設定） 

    第２回：平成 29年 3月 7日(火) 

http://www.mydome.jp/mydomeosaka/
https://www.mydome.jp/form/add/115


        明日から実践！ 商品・サービスとお客様をつなげる「打ち手」 

        （プロモーション戦略策定）  

   

    時 間：各回とも 14：00～17：00  

    場 所：マイドームおおさか ８階第５会議室 

    定 員：20名  

    参加費：無料（２回の受講を原則としますが、どちらか１回でも受講可能です） 

    講 師：大阪府よろず支援拠点コーディネーター 高橋 佐和子 

        大阪府よろず支援拠点コーディネーター 嶋 えりか  

    申 込：下記ＵＲＬよりお申し込みください。 

        https://www.mydome.jp/form/add/114 

    問 合：大阪府よろず支援拠点 ＴＥＬ：０６－６９４７－４３７５    

             

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

 

    大阪府産業デザインセンターのデザイン総合相談（D-チャレンジ）をご活用ください 

    （大阪府施策） 

 

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

    大阪府産業デザインセンターでは、中小企業・これから起業を考えておられる皆様への 

   トータルなデザイン支援を行っています。 

    デザインに関してお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。当センターの専門職 

   員が丁寧にヒアリングをし、アドバイスからデザイナー紹介までご支援します。必要に応じ 

   て外部デザイナーの紹介のほか、府の試験研究機関や各種支援機関とも連携して課題解決に 

   あたります。 

    また、直接貴社までお伺いすることも可能です。 

 

    ＜問い合わせ＞ 

    大阪府産業デザインセンター 

    （大阪府商工労働部 中小企業支援室 商業・サービス産業課 新事業創造グループ） 

    ＴＥＬ：０６－６２１０－９４９１ 

    http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/oidc/index.html 

    インターネットからのお申し込みはこちら↓ 

    https://www.shinsei.pref.osaka.jp/ers/Uketuke/Form.do?tetudukiId=2008040010 

 

 

 

 

https://www.mydome.jp/form/add/114
http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/oidc/index.html
https://www.shinsei.pref.osaka.jp/ers/Uketuke/Form.do?tetudukiId=2008040010


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

 

           NEDO・MOBIO支援制度活用セミナー＆個別相談会 2017 

              ～上手に活用して，技術開発を加速化～（NEDO施策） 

 

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

    公的補助金の利用は、判りにくい、難しい、面倒だ、関係ないと思っていませんか？本セ 

   ミナーでは、中小企業・中堅企業の皆さまを対象とした、NEDO、大阪府、府立産業技術総合 

   研究所の各種支援制度の説明と、個別相談会を行います。 

    各種支援制度に興味を持っていただき、ご理解いただける良い機会ですので、是非、ご参 

   加ください。 

 

   日 時：平成 29年 2月 21日（火）15:00～17:00（セミナー） 

       個別相談会は、説明終了後 17:00～18:30 

   場 所：クリエイション・コア東大阪 南館 3Ｆ クリエイターズプラザ研修室 B・C 

   内 容：・各種支援制度の紹介・説明（15:00～17:00） 

        １）「NEDO 平成 29年度 各種支援制度（中小企業向けの支援事業）について」 

        ２）「地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所の技術支援について」 

        ３）「大阪府の ものづくり支援制度について」 

       ・各種の支援制度などについての個別相談会（17:00～18:30） 

        ※個別相談会は原則事前予約制ですが、当日のご相談予約も可能です。 

   定 員：40名 

   主 催：国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 関西支部 

   共 催：MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪） 

   対 象：ものづくり系の中小企業・中堅企業の皆さま（定員 40名） 

   参加費：無料  

   申 込：インターネット又は FAX（下記申込書に記載）でお申込みください。 

       https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input.do?tetudukiId=2017010019 

   問合先：・セミナーの内容、個別相談に関するもの 

        国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）関西支部 

        TEL:06-6341-5403 E-mail：kansai@ml.nedo.go.jp 

       ・セミナー参加申し込みに関するもの） 

        MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪） 

        大阪府商工労働部 中小企業支援室 ものづくり支援課 

        TEL:06-6748-1050 E-mail：seizo@gbox.pref.osaka.lg.jp 

 

    詳しくは、MOBIOのホームページをご覧ください。 

     http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail/000930.html 

https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input.do?tetudukiId=2017010019
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=kansai%40ml.nedo.go.jp
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=seizo%40gbox.pref.osaka.lg.jp
http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail/000930.html


   

【８】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

                  近隣市等の施策実施状況 

 

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

 

   ・新事業創出や販路拡大の可能性をひろげる購入型クラウド・ファンディングセミナー＋個 

    別相談会 ～資金調達以上の価値がある、ビジネス成功への登竜門～ （堺商工会議所） 

    http://www.sakaicci.or.jp/seminar/20170222.pdf 

 

 

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

 

 編集・発行 岸和田市役所 産業振興部 産業政策課 商工振興担当 

       ＴＥＬ：０７２－４２３－９４８５（商工振興担当直通） 

       E-mail：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。 

 

  ※ このメールマガジンは、平成２８年３月２３日に開催した「中小企業者・小規模事業者 

    関連施策説明会」にご参加いただいた方の内メールマガジンの配信を希望された方、 

    また、メールマガジンの配信を希望する旨を当市にご連絡いただいた方に送付しています。 

 

  ※ 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。 

 

 【後記】 

   2017年が始まり、１月が終わりました。「年が明けてもう１ヶ月経ったのか」と、あっとい 

  う間だったと感じた方も多いでしょう。しかしこの１ヶ月、仕事にプライベートに、様々な出 

  来事があったかと思います。あっという間だったけど、ただ単に過ぎただけではない。振り返 

  ると、内容の濃い１ヶ月だったのではないでしょうか。そうやって毎月過ごし、また来年、 

  2017年も「あっという間」だったと思える、充実した良い年にしたいですね。 

   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。 

http://www.sakaicci.or.jp/seminar/20170222.pdf
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=sangyo%40city.kishiwada.osaka.jp

