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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。 

 

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

 

【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） 

 

【２】よろず塾ワークショップセミナー「お客様情報・販売データの活用法」をモノにする！ 

編を開催します（大阪府よろず支援拠点施策） 

 

【３】平成 29年度 社員教育研修のご案内（５月～７月分）（ポリテクセンター関西） 

 

【４】平成 29年度「大阪製」ブランド認証製品を募集します!! （大阪府施策） 

 

【５】＜補助金＞出展支援事業の募集（第２弾！） （締切７/31） 

     「関西機械要素技術展及び同時開催展」にご出展予定の事業者様必見！ 

     ～出展に対する経費補助(最高 25万円)を行います～（大阪府施策） 

 

【６】展示商談会「大阪勧業展 2017」出展企業募集のお知らせ! 

   （10月 18日(水)～19日(木)）（大阪商工会議所等） 

 

【７】平成 29年工業統計調査にご協力ください（大阪府） 

 

【８】ホームページを更新しました（近畿経済産業局） 

 

【９】『ＩＴ導入で商売繁盛』セミナーを開催します（６/６、６/14、６/22） 

   （岸和田商工会議所） 

 

【10】平成 29年度 商店街課題解決プランコンテスト（第二次審査）の来場者を募集します！

（大阪府施策） 



 

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

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

 

大阪府よろず支援拠点による岸和田市無料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、岸和田市内に 

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］６月７日（水）、６月 21日（水）、７月５日（水）、７月 26日（水）、 

        ８月９日（水）、８月 23日（水）、９月６日（水）、９月 20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（岸城町７-１）［６月７日（水）、７月５日（水）、８月９日（水）、 

９月６日（水）] 

    泉州卸商業団地協同組合（土生町３-４-１）［６月 21日（水）］ 

    大阪鉄工金属団地協同組合（臨海町 20-２）［７月 26日（水）］ 

    一般社団法人 大阪木材コンビナート協会（木材町 15-３）［８月 23日（水）］ 

    岸和田市立産業会館（別所町３-13-26）［９月 20日（水）］ 

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） 

 

 ※平成 29年度より、当無料経営相談会は、毎月原則第１水曜日は岸和田市役所にて、 

毎月原則第３水曜日は市内の各企業組合様等の会議室にて実施します。市内各地で実

施しますので、お近くの場所で無料経営相談会をご活用いただけます。 

この機会に是非、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽に無料経営相談会をご活

用ください。 

 

 

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


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

 

よろず塾ワークショップセミナー 

「お客様情報・販売データの活用法」をモノにする！編  

を開催します 

（大阪府よろず支援拠点施策） 

 

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

「ＩＴをもっと有効に活用して、売り上げを拡大したい！」そんな思いを実現する 

方法を、ワークショップで体感しましょう！  

 今回の「よろず塾ワークショップセミナー」は、ＩＴをもっと上手に使いたいお店におす

すめ「お客様情報・販売データの活用法」をモノにする！編 です。  

 １回目は小規模事業者のためのＩＴ活用例を紹介し、必要な顧客情報の収集方法を考えま

す。 

 ２回目は収集した顧客情報を使って、売上アップを実現する方法を学びます。  

 皆さま、この機会に、ぜひご参加ください。 

 

第１回：平成 29年６月 13日(火) 

    本当に役に立つ顧客データを集める！ （ＩＴ活用最前線、顧客情報管理）  

第２回：平成 29年６月 27日(火) 

    顧客データで稼ぐ力をアップする！（顧客情報、販売データの活用法）   

  

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(先着順)  

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 西谷 雅之 

 

申 込：下記ＵＲＬよりお申し込みください。 

        https://www.mydome.jp/form/add/117 

問 合：大阪府よろず支援拠点 Tel：06‐6947-4375 

                Email：yorozu@mydome.jp 

 

 

 

 

https://www.mydome.jp/form/add/117
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=yorozu%40mydome.jp


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

 

平成 29年度 社員教育研修のご案内 （５月～７月分） 

（ポリテクセンター関西） 

 

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

 ポリテクセンター関西では、技術系セミナーとして『在職者訓練』を実施しております。在

職者訓練は、実習中心の訓練コース（２～５日程度）を体系的に整理しており、社員の教育訓 

練計画に合わせて効果的かつ計画的に受講いただけます。 

 

●平成 29年５月、６月、７月の開催セミナーコースのご紹介については以下をご覧ください。 

http://www3.jeed.or.jp/osaka/poly/zaishoku/application_seminar_news.html 

 

セミナーコース詳細については、以下セミナー一覧【平成 29年度実施分】でご覧いただけます。 

http://www3.jeed.or.jp/osaka/poly/zaishoku/index.html 

 

受講時間：各回 9：15～16：00（昼休み 45分）※一部のコースは時間帯が異なります。 

受 講 料：コース一覧に受講料を表示していますのでご確認ください。 

     ※教材費込み、消費税込み。 

申 込 み：申込書により Fax(06-6383-0961)にてお願いします。 

   http://www3.jeed.or.jp/osaka/poly/zaishoku/application/seminar_app.html  

問 合 先：ポリテクセンター関西 事業課 

     〒566-0022 大阪府摂津市三島１－２－１  

          Tel:06‐6383‐0064 Fax:06‐6383-0961 

 

※本研修は、岸和田市企業経営支援事業補助金（産業人材スキルアップ事業）の補助対象です。 

 

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

 

         平成 29年度「大阪製」ブランド認証製品を募集します!! 

                  （大阪府施策） 

 

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

 大阪府では、府内中小企業の優れた技術に裏打ちされた創造力あふれる製品を「大阪製」 

ブランド製品として認証することで、大阪のものづくりのブランドイメージを高めると同時に、 

府内ものづくり企業の自社製品開発を促進する、「大阪製」ブランド構築支援事業を実施して

います。 

 このたび、平成 29年度「大阪製」ブランド認証製品を、以下のとおり募集します。 

http://www3.jeed.or.jp/osaka/poly/zaishoku/application_seminar_news.html
http://www3.jeed.or.jp/osaka/poly/zaishoku/index.html
http://www3.jeed.or.jp/osaka/poly/zaishoku/application/seminar_app.html


 様々なこだわりで製品づくりに取組むものづくり企業の皆さまのイチ押し製品のご応募 

をお待ちしています! 

 

募集締切：平成 29年８月 31日(木)〔応募申請書受付締切〕 

対象製品：消費財(一般消費者に販売する最終製品)であること(食品を除く)など    

応募要件：大阪府内に本社及び製造拠点(自社工場又は協力工場)を有する中小企業である 

          こと(製造業に限る)など 

          ※１社につき１製品のみ(１社で複数製品の応募はできません) 

  

※６、７、８月の各月１回、ＭＯＢＩＯにて応募説明会を実施します。 

 詳細は、以下のＵＲＬをご確認ください。 

http://www.osaka-sei.m-osaka.com/news/20170510/ 

 

問合せ：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 

         製造業振興グループ 担当：岸本、露木 

         Tel：06-6748-1050 Fax：06-6748-1062 

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

 

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

 

＜補助金＞出展支援事業の募集（第２弾！） （締切７/31） 

「関西機械要素技術展及び同時開催展」にご出展予定の事業者様必見！ 

～出展に対する経費補助(最高 25万円)を行います～ 

（大阪府施策） 

 

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

 大阪府では、国内で開催する大規模な展示商談会を活用し、販路開拓をめざす大阪のものづ

くり中小企業に対して、販路開拓に必要な技術や知識等を習得する講習会と出展に対する経費

補助（最高 25万円）を行います。 

 ご興味のある企業の皆さま、ぜひともご応募下さい！ 

 

締切：平成 29年７月 31日（月） 

対象展示商談会：第 20回関西機械要素技術展及び同時開催展 

問合先：大阪府ものづくり支援課販路開拓支援グループ(出展支援事業) 

     Tel:06-6748-1066 

詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。 

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

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=seizo%40gbox.pref.osaka.lg.jp
http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/shuttenshien/index.html


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

 

展示商談会「大阪勧業展 2017」出展企業募集のお知らせ! 

[10月 18日(水)～19日(木)] 

（大阪商工会議所等） 

 

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

 大阪府内すべての商工会議所・商工会が総力を挙げて開催し、幅広い業種業界の皆さまにご 

出展いただける、多業種型の展示商談会です。 

 開催当日は、自社の自慢の製品・商品、サービスなどをアピールして、来場者と商談を行っ

ていただけます。 

 前回は２日間で 8,034人が来場し、2,829件の商談が繰り広げられました。 

 ぜひお早目にお申込みください。 

 

日 時：平成 29年 10月 18日(水) 10:00～17:00  

        平成 29年 10月 19日(木) ９:00～16:00  

場 所：マイドームおおさか 展示ホール (大阪市中央区本町橋２－５) 

     http://www.mydome.jp/access/ 

募集小間数(予定)：320小間 ※複数小間の申込みも可能です。 

出展料：[１ブースにつき] 

    (１)大ブース(間口 3m×奥行 2m×高さ 2.5m) 

      会員企業：86,400円／一般：172,800円 

    (２)小ブース(間口 2m×奥行 2m×高さ 2.5m) 

      会員企業：64,800円／一般：129,600円 

      ※大阪府内のいずれかの商工会議所・商工会の会員企業であれば会員価格が適用 

されます。 

      ※現在非会員であっても、大阪府内のいずれかの商工会議所または商工会に６月 

30日までにご入会いただければ会員料金を適用いたします。 

出展要件：企業との取引を希望する企業・団体であること 

     ※小売業者の出展は想定していません。また、当日の即売はできません。 

            但し、即売可能ブースを除く。同ブースにご関心の方はお問合せください。 

      (出展審査会を開催して出展者を決定いたします。) 

入場料：無料 

締 切：平成 29年６月 30日(金) ※ただし 320ブースに達し次第締め切ります。 

主 催：大阪商工会議所、堺商工会議所、大阪府商工会連合会 

共 催：大阪府内の商工会議所・商工会 

申込み・問合せ：「大阪勧業展 2017」運営事務局 Tel：06-6447-0682 Fax：06-6448-2049 

         http://www.osaka.cci.or.jp/kangyo2017/ 

http://www.mydome.jp/access/
http://www.osaka.cci.or.jp/kangyo2017/


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

 

 平成 29年工業統計調査にご協力ください 

（大阪府） 

 

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

 わが国の工業の実態を明らかにするため、６月１日現在で製造業を営む従業者 4人以上の 

製造事業所を対象に調査を実施します。調査内容は事業所数、従業者数および製造品出荷額等 

で、調査結果は地域の経済、産業施策等の基礎資料に活用されます。 

 府知事が任命した統計調査員が５月から６月にかけて訪問しますので、ご回答をよろしくお

願いします。 

 なお、統計調査員は政府統計のロゴマークの入った顔写真付きの「統計調査員証」を携帯し

ています。 

 

〔実施主体〕経済産業省、大阪府、市町村 

※詳細につきましては、以下のＵＲＬをご確認ください。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/chousa/kougyou.html 

 

問合せ：大阪府総務部統計課 産業構造グループ 

     Tel：06-6210-9206 Fax：06-6210-9210 

 

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

 

ホームページを更新しました 

（近畿経済産業局） 

 

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

【統計・経済動向】           

「地域経済産業調査（平成 29年１－３月期）結果」を掲載しました 

http://www.kansai.meti.go.jp/1-7research/chiiki/kinkisangyoudoko.html 

 

【主な施策-国際・貿易】 

海外展開支援のページ「イベント情報一覧」を更新しました 

http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/glocal_PT/event/event_top.html 

 

【主な政策-中小企業支援】 

「経営力向上計画」説明会を開催します 

http://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/koujyoukeikaku/keieikyouka.html 

http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/chousa/kougyou.html
http://www.kansai.meti.go.jp/1-7research/chiiki/kinkisangyoudoko.html
http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/glocal_PT/event/event_top.html
http://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/koujyoukeikaku/keieikyouka.html


【９】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

『ＩＴ導入で商売繁盛』セミナーを開催します（６/６、６/14、６/22） 

（岸和田商工会議所） 

 

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

 「売上や経営情報を把握したい！」、「お客様情報を共有したい！」、「経理や労務業務 

を効率化したい！」そういう方におすすめのセミナーを開催します。 

 

①平成 29年６月６日(火)14:00～15:30 

 攻めの中小企業経営とＩＴ活用の先進事例  

②平成 29年６月 14日(水)13:30～16:30 

 クラウド活用プラスＩＴワークショップ   

③平成 29年６月 22日(木)13:30～16:30 

 メディアミックス型戦略的情報発信・集客セミナー〜小規模事業者のため身の丈情報発信〜 

  

場 所：岸和田商工会議所（岸和田市別所町３-13-26）  

参加費：無料 

講 師：株式会社ナーツ 代表取締役 野中 栄一 

    一般社団法人 ヒューリットＭＦ 理事 川野 太 

    有限会社 ブレインズ・ワン 代表取締役 阿部 裕樹 

主 催：中小企業庁         

申 込：氏名、お勤め先、電話番号、メールアドレスをご記入の上、下記によりお申込みくだ 

さい。 

    Emailによるお申込み koshukai@kishiwada-cci.or.jp 

    Faxからのお申込み 072-436-3030 

 

締 切：①平成 29年６月２日(金) 

②平成 29年６月９日(金) 

③平成 29年６月 19日(月) 

 

問 合：岸和田商工会議所 Tel：072-439-5023 

Fax：072-436-3030 

             Email: koshukai@kishiwada-cci.or.jp 

 

 

 

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=koshukai%40kishiwada-cci.or.jp
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=koshukai%40kishiwada-cci.or.jp


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

 

平成 29年度 商店街課題解決プランコンテスト（第二次審査） 

の来場者を募集します！（大阪府施策） 

 

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

 大阪府では、商店街の抱えるさまざまな課題解決につながる事業プランを募集し、その中か 

ら優秀プランを選出する『商店街課題解決プラン事業』を実施しています。 

この度、書類審査を通過した提案プランの提案者が集結し、公開の場でプレゼンテーション 

を行う「課題解決プランコンテスト」を開催します。 

優秀プランは一般来場者による投票も加味されて選出されます。 

 あなたも提案者のプレゼンテーションを聞いて、優秀プランの選出に参加してみませんか？ 

 みなさまのご来場をお待ちしております！ 

 

日 時：平成 29年６月８日（木）13：00～17：00 

場 所：日本赤十字社 大阪府支部 ３階 301会議室 

    大阪市中央区大手前２丁目１番７号 

    （地下鉄「天満橋」駅より徒歩約５分、京阪電車「天満橋」駅より徒歩約７分） 

定 員：100名(先着順)  

締 切：平成 29年６月７日(水) 正午まで 

申 込：下記ＵＲＬよりお申し込みください。 

    https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input.do?tetudukiId=2017050015 

問 合：大阪府商工労働部 商業・サービス産業課 

    Tel：06-6210-9496 

 

詳細は大阪府のホームページをご覧ください。 

通過団体決定 http://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/shogyoshinko/contest29.html 

来場者募集  http://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/shogyoshinko/boshu29.html 

 

【後記】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

 娘が保育園に入園し、２ヶ月が経ちました。最初は緊張してご飯もあまり食べられなかった

様でしたが、今では家ではなかなか食べない野菜も残さず食べ、お昼寝もちゃんとできている

そうです。家では保育園で教わった手遊び歌などを披露してくれるようになりました。 

 今月は盛りだくさんな内容になってしまいました。今後とも当メールマガジンをよろしくお

願い致します。 

 

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

https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input.do?tetudukiId=2017050015
http://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/shogyoshinko/contest29.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/shogyoshinko/boshu29.html


 

 編集・発行 岸和田市役所 魅力創造部 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。 

  ※ 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。 

 

 

 

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=sangyo%40city.kishiwada.osaka.jp

